
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区平河町１－３－６BIZMARKS麹町

 ＜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)

￥２３，７６０－ ￥２２，０００－

￥２３，７６０－ ￥２２，０００－

￥３５，６４０－ ￥３３，０００－

(本体価格)

No,9729 公開特許 平.6-平.15 87点 ￥19,700

No,9730       〃 平.6-平.15 82点 ￥19,000

No,10207 登録・公開 平.16 - 19 111点 ￥26,000

No,9728       〃 平.12-15 111点  ￥25,500

No,8820 公告・公開 平.10-11 73点  ￥23,300

No,8352       〃 平.8-9 68点  ￥21,700

No,9948 公開特許 平.9-平.17 81点 ￥24,300

No,8152(B)       〃 平.5-8 61点  ￥21,000

No,8355       〃 平.5-8 58点  ￥23,700

No,8136       〃 昭.62-平.8 70点  ￥23,400

No,10304       〃 平.20 85点 ￥27,700

No,10147 登録・公開 平.19 97点 ￥29,500

No,10110B 公開特許 平.16-平.18 67点 ￥23,300

No,10110A       〃 平.12-平.15 67点 ￥23,300

No,10106       〃 平.6-平.18 110点 ￥27,700

No,9943       〃 平.13-平.17 83点 ￥22,500

No,10109       〃 平.14-平.18 81点 ￥26,700

No,10317 登録・公開 平.20 87点 ￥27,600

No,10146       〃 平.19 89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。
（メール宛先： kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）

［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

既刊関連セットのご案内

調理用おろし器の構造

庖丁類の構造と製造方法

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

手引き鋸の構造と製造方法

鋸の構造と製造方法

多機能ナイフの構造と製造方法

彫刻刀と木工用のみ

調理用皮剥器の構造

野菜・果実等皮むき器の構造と装置
[公開編]平成26年～平成28年（3年間）　　76点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１１１９３

お   申   込   書

鎌の構造と製造方法

包丁研磨装置の構造

               〃

カッター・ナイフの構造と製造方法

※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。］

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

               〃

               〃

               〃

               〃

農園芸用鋏の構造と製造方法

               〃

               〃

ハサミの構造と製造方法

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入



1
バラ科に属する植物の果実の剥皮方
法

独立行政法人農業・食品産
業技術総合研究機構

44 殻剥き装置 株式会社栄工製作所

2 マンゴピーラ 阿部　洋 45 殻付実の供給装置 株式会社栄工製作所

3 ネギ類の処理装置 株式会社木原製作所 46 皮剥き機 イワセ鉄工株式会社

4 長ねぎ処理装置 株式会社カツノ技研 47 栗用皮剥き器 中部浄化工業株式会社

5 皮むき器 株式会社レーベン販売 48 薄皮剥き機 高松機械工業株式会社

6 棒状野菜の皮むき装置 吉泉産業株式会社 49 表面処理装置 株式会社アストラ

7 ピーラー アーネスト株式会社 50
果物１単位を調整するための装置で使
用するための駆動アセンブリおよび切
断アセンブリ

キャリア・コマーシャル・リフ
リージレーション・インコーポ
レーテッド

8 堅果類の皮剥き装置
独立行政法人国立高等専
門学校機構

51 野菜皮むき器 松本　英夫

9 皮むき器 鈴木　淳史 52 ブドウの剥皮易化方法 マルハニチロ株式会社

10 豆のさや剥き装置 株式会社ＰＳＳ 53 皮むき器 プリンス工業株式会社

11 調理器具 株式会社サンクラフト 54 調理器具 株式会社レーベン販売

12 農産物皮剥き装置 株式会社徳尾商事 55 調理器具 株式会社レーベン販売

13 千切刃体の製造方法 株式会社シゲル工業 56 ナイフを有する調理器具 株式会社レーベン販売

14
皮剥き装置用保持具、皮剥き装置及
び皮剥き方法

株式会社平野製作所 57 新規ピーラー ハン　ファン

15
食品、特に果物を調整するための方法
および装置

キャリア・コマーシャル・リフ
リージレーション・インコーポ
レーテッド

58 切込み刃を備えた調理器具 株式会社レーベン販売

16
豆の脱皮し豆乳を製造するための装
置及び方法

コーニンクレッカ　フィリップ
ス　エヌ　ヴェ

59 切込み刃を備えた調理器具 株式会社レーベン販売

17 手持ち型台所用品
オル　ノヴェルティーズ　リミ
テッド

60 切込み刃を備えた調理器具 株式会社レーベン販売

18 パインホールカット装置 株式会社群商 61 柿保持部材 株式会社アストラ

19
ビワ果実の剥皮方法及び剥皮ビワ果
実

独立行政法人農業・食品産
業技術総合研究機構

62 ラッキョウの薄皮剥ぎ装置
有限会社田中エンジニアリ
ング

20 皮むき器 京セラ株式会社 63 調理器具 株式会社レーベン販売

21 皮剥き装置 押尾産業株式会社 64 調理器具 株式会社レーベン販売

22 皮むき洗浄装置 松田機械工業株式会社 65 ピーラー 株式会社曙産業

23 玉ねぎ類の葉・根連続切除機 株式会社ニシザワ 66 ジグザク形状の刃を備える調理器具 株式会社レーベン販売

24 切込み刃を備えた調理器具 株式会社レーベン販売 67 湾曲したナイフを備えた調理器具 株式会社レーベン販売

25 切込み刃を備えた調理器具 株式会社レーベン販売 68
摺動による自動フィッティングが可能な
外皮除去装置

劉興丹

26 切込み刃を備えた調理器具 株式会社レーベン販売 69 皮むき具 遠藤　亨

27 皮むき器 京セラ株式会社 70 調理器具 株式会社レーベン販売

28 玉ねぎ類の葉切除機 株式会社ニシザワ 71 調理器具 株式会社レーベン販売

29
柑橘類果肉加工用組成物、及びそれ
を用いた果肉加工食品の製造方法

マルハニチロ株式会社 72 調理器具 株式会社レーベン販売

30
手の指に固定する指サック形状の持手
のピーラー

齊藤　健治 73 調理器具 株式会社レーベン販売

31 家庭用薄皮切り器具 北川　ひと美 74 食材用洗浄器具 杉山　れいこ

32 へた取り具 白石　彰 75 皮剥き器 下村工業株式会社

33 風圧による皮剥き装置 沖縄県 76 ピーラー用刃部材及びピーラー アーネスト株式会社

34
柑橘類果実用皮剥装置及び柑橘類果
実の皮剥方法

有限会社ＩＴＯテクノ

35 野菜又は果実の剥皮装置 カゴメ株式会社

36
剥皮トマトの製造方法及びそのための
システム

カゴメ株式会社

37 スリット形成装置 株式会社玉ジロー

38 玉葱の表皮剥離装置 株式会社玉ジロー

39 栗の鬼皮剥き装置原理 林　健一

40 ニンニク鱗茎の皮剥ぎ装置 宮原　茂昭

41 皮剥き装置 株式会社アストラ

42 野菜類の皮剥ぎ処理機 株式会社マツモト

43 調理器具 株式会社レーベン販売 以上76点収録

野菜・果実等皮むき器の構造と装置　　　No.11193

[公開編]　　平成26年～平成28年（3年間）　　　　76点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥23,760    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥23,760　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥35,640　）


