
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞                                    ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

￥３７，８００－ ￥３６，０００－

(本体価格)

No,9844 公開特許 平.7-平.16 99点 ￥28,700

No,9530       〃 平.5-平.14 100点 ￥20,000

No,10397       〃 平.14-平.20 74点 ￥22,200

No,9422       〃 平.4-平.13 82点 ￥18,800

No,10398       〃 平.11-平.20 99点 ￥28,600

No,10185       〃 平.15-平.19 73点 ￥21,900

No,9557       〃 平.12-平.14 64点 ￥16,000

No,8859       〃 平.9-平.11 57点 ￥23,300

No,8118       〃 平.4-平.8 69点 ￥29,700

No,9958       〃 平.13-平.17 82点 ￥25,700

No,9956       〃 平.9-平.17 88点 ￥24,600

No,10396       〃 平.6-平.20 100点 ￥28,600

No,10395       〃 平.11-平.20 98点 ￥28,600

No,10394       〃 平.11-平.20 85点 ￥25,800

No,10221       〃 平.13-平.19 99点 ￥29,700

No,10220       〃 平.12-平.19 84点 ￥25,300

No,9847       〃 平.9-平.16 74点 ￥27,300

No,9846       〃 平.9-平.16 72点 ￥26,200

No,9843       〃 平.7-平.16 100点 ￥28,700

No,9845       〃 平.9-平.16 74点 ￥27,900

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機 （メール宛先： kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

焼肉用炭火ロースターの構造

業務用電磁誘導加熱調理装置

既刊関連セットのご案内

業務用ガスレンジ・バーナの構造

タコ焼・お好み焼製造装置の構造

串焼き調理装置の構造

自動魚焼装置の構造

フライ材料整形装置の構造

業務用加湿温蔵装置の構造

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

               〃

               〃

業務用スチームコンベクションオーブン

担当者名

所属部署名

焼肉用排煙装置の構造

食器乾燥機保管庫の構造

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

               〃

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

               〃

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０６２３

炒飯調理装置の構造

業務用電磁誘導加熱調理装置
[公開編]平成17年～平成22年（6年間）　　79点

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

お   申   込   書

焼肉用炭火コンロの構造

過熱蒸気調理装置の構造

会社名 ご注文内容

回転式炒め装置の構造

卵料理装置の構造



1 連続炊飯機 株式会社アイホー 41
調理攪拌体、調理釜及び加熱調理装
置

株式会社ティーケイエス

2 業務用電磁誘導加熱調理器 三洋電機株式会社 42 レトルト食品電磁誘導加熱装置 東京特殊電線株式会社

3 業務用電磁誘導加熱調理器 三洋電機株式会社 43 食材の撹拌加熱調理機 株式会社ダイハン

4 業務用電磁誘導加熱調理器 三洋電機株式会社 44 電磁誘導加熱式の鉄板焼器 東京電力株式会社

5 電磁誘導加熱調理器 株式会社フジマック 45 電磁誘導加熱調理器 ニチワ電機株式会社

6 電磁誘導加熱装置
富士電機機器制御株式会
社

46 麺ゆで釜 株式会社マルゼン

7
電磁誘導加熱装置、電磁誘導コイル
の製造方法

梶原工業株式会社 47 麺ゆで釜 株式会社マルゼン

8
未焼成冷凍食品の解凍、加熱調理方
法及び装置

株式会社シー・エス・テック 48 卓上型回転式自動調理釜 小原  正樹

9 炊飯器 株式会社大慶 49 大型電磁誘導加熱装置
株式会社中部コーポレー
ション

10 電磁誘導加熱装置とその被加熱物 有限会社ナカイ 50 食材煮練り攪拌機の加熱源制御装置 中井機械工業株式会社

11
電磁誘導加熱装置、電磁誘導加熱調
理装置

梶原工業株式会社 51
湯種製パン方法とそのための生地加
熱攪拌機並びに生地搗き機

中井機械工業株式会社

12 過熱防止機能付き加熱調理器 株式会社フジマック 52 連続加熱調理装置 株式会社武蔵野

13 電磁誘導式フライヤー ニチワ電機株式会社 53 電磁調理器 株式会社フジマック

14 電磁誘導加熱装置とその被加熱物 有限会社ナカイ 54 食材炒め機 中井機械工業株式会社

15 加熱調理方法および装置 日本調理機株式会社 55 玉子焼きの製造装置 株式会社品川工業所

16 電磁誘導加熱式の煮練り攪拌機 中井機械工業株式会社 56
矩形波発振器、電磁誘導加熱装置、
及び電磁誘導加熱調理装置

梶原工業株式会社

17 食品加熱方法及び装置 株式会社前川製作所 57 ラーメンスープ材料の煮出し装置 有限会社ナカイ

18 調理装置 タニコー株式会社 58
誘導加熱調理装置およびそれを用い
た包装食品および無菌包装食品の製
造方法

ヱスビー食品株式会社

19 調理装置及び調理方法 タニコー株式会社 59
食品連続加熱機及びそれに用いられ
る放射温度計

株式会社ニチレイフーズ

20 業務用電磁誘導加熱調理器 三洋電機株式会社 60 電磁誘導加熱装置 和光電研株式会社

21 業務用電磁誘導加熱調理器 三洋電機株式会社 61 調理装置 吉川  義明

22 業務用電磁誘導加熱調理器 三洋電機株式会社 62 調理装置 吉川  義明

23
食品連続加熱機及びそれに用いられ
る放射温度計

株式会社ニチレイフーズ 63
各種食材の加熱撹拌機用電磁誘導加
熱器

有限会社ナカイ

24
電磁誘導加熱装置、電磁誘導加熱調
理装置

梶原工業株式会社 64 電磁誘導加熱装置
株式会社ペッパーフード
サービス

25 横型の食材加熱攪拌装置 有限会社ナカイ 65 電磁誘導加熱装置 田淵電機株式会社

26 ホテルパン電磁誘導加熱装置 株式会社エージーピー 66 業務用の電磁誘導加熱器 有限会社ナカイ

27 電磁誘導加熱調理器
株式会社吉野家デイー・ア
ンド・シー

67 加熱調理器 ホシザキ電機株式会社

28
加熱処理食品製造装置およびそれを
用いた加熱処理食品製造方法

株式会社ヒガシヤデリカ 68 電磁誘導加熱装置
株式会社中部コーポレー
ション

29 食材の加熱攪拌装置 有限会社ナカイ 69 加熱調理器 ホシザキ電機株式会社

30 電磁調理器 ニチワ電機株式会社 70 電磁誘導加熱式のケーキミキサー 有限会社ナカイ

31 食材用ホイッパー 中井機械工業株式会社 71
電磁誘導加熱調理器の加熱コイルユ
ニット

株式会社ダイヘン

32 誘導加熱式炊飯ユニット 株式会社サタケ 72 電磁誘導加熱装置の制御装置 ホシザキ電機株式会社

33
電磁誘導加熱調理装置及びこれを用
いた電磁誘導加熱調理方法

愛技産業株式会社 73 電磁誘導加熱装置 ホシザキ電機株式会社

34 電磁誘導加熱食品焼き器 梶原工業株式会社 74 ＩＨ式無煙ロースター シンポ株式会社

35 調理用加熱装置 嶋▼崎▲  健一 75 ＩＨ調理器 ニチワ電機株式会社

36 誘導加熱式炊飯設備 株式会社サタケ 76 電磁誘導加熱連続式フライヤー 株式会社ヤナギヤ

37 加熱調理器 サン・プラント工業株式会社 77
電磁誘導加熱調理器及び電磁誘導加
熱調理器セット

東京電力株式会社

38 食材の焼成装置 株式会社武蔵野 78 電磁誘導加熱調理器用冷却装置 九州電力株式会社

39 ２軸式の横型フードミキサー 有限会社ナカイ 79 電磁調理装置 宇佐美  繁

40
甘味食品の加熱攪拌装置とその運転
方法

有限会社ナカイ 以上79点収録

業務用電磁誘導加熱調理装置　　　No.10623

[公開編]　　平成17年～平成22年（6年間）　　　　79点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,200    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,200　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥37,800　）


