
株 式 会 社 国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－３－４藤村ビル

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， ９３７２ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

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

＊お求め安い価格で新登場！

(セットＡ) めん類茹上げ装置の構造
(セットＢ) めん類自動調理装置の構造

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
[公開編] 平成４年～平成１３年 （セットＡ）１３２点 （セットＢ）８３点
◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥３０，７００－ ￥１９，３００－
◎全文紙収録 全文公報版 ￥３０，７００－ ￥１９，３００－
◎CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥４６，０００－ ￥２８，０００－

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,7497(B) 公開特許 めん類茹上げ装置の構造 昭.60-平.3 82点 ￥26,200
No,〃 (C) 〃 めん類自動調理装置の構造 昭.60-平.3 28点 ￥17,300
No,9250 登録・公開 フライヤーの構造と装置 平.13 73点 ￥18,200
No,9027 〃 〃 平.12 58点 ￥21,700
No,8834 〃 〃 平.11 73点 ￥29,600
No,8577 〃 〃 平.10 82点 ￥34,700
No,8330 〃 〃 平.9 60点 ￥23,700
No,9252 〃 米飯盛付加工装置の構造 平.13 64点 ￥16,000
No,9039 〃 〃 平.12 58点 ￥19,700
No,8847 〃 〃 平.11 91点 ￥34,500
No,8589 〃 〃 平.10 66点 ￥27,400
No,8331 〃 〃 平.9 76点 ￥31,600
No,9092 公開特許 ハンバーガー調理装置 平.9-12 58点 ￥23,400
No,8999 〃 食器乾燥保管庫の構造 平.3-11 64点 ￥21,700
No,8998 〃 業務用洗車装置の構造 平.9-11 57点 ￥19,700
No,8852 〃 食品温蔵庫の構造 平.9-11 68点 ￥24,400
No,8845 登録・公開 業務用炊飯装置の構造 平.11 62点 ￥19,800
No,8590 〃 〃 平.10 73点 ￥29,600
No,8348 〃 〃 平.9 82点 ￥33,800
No,8453 公開特許 食品加熱撹拌装置の構造 平.5-9 71点 ￥24,800
*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・

（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、全文公報版はＢ５サイズ･目次製本済みです。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・全文公報版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。



1 麺類茹で装置 室伏　敬一郎 1 自動製麺茹上げ装置 三洋電機株式会社

2 ゆでめん機 パロマ工業株式会社 2 高温湯による茹で煮調理法及びその
装置

内堀　守夫

3 麺類の茹で装置 ホシザキ電機株式会社 3 連続乾麺蒸煮装置 株式会社東洋高圧

4 麺茹で装置 極東産機株式会社

5 麺類連続茹上方法 大和　博行 4 柔軟固形物ほぐし分散供給装置 ハウス食品工業株式会社

6 麺ゆで装置 株式会社得得 5 調理装置 東京瓦斯株式会社

7 麺類茹で上げ方法及びその装置 日本製粉株式会社

6 食材加熱装置 サミー工業株式会社

8 麺ゆで用ふりざる 理研機器開発株式会社 7 個食連続炒め装置 村上　謙次

9 茹麺装置 東京瓦斯株式会社 8 個食連続炒め装置 村上　謙次

10 自動麺茹器 林原　哲也 9 食品連続炒め器
株式会社大阪福田麺機山
田商事

10 攪拌調理装置 村上　謙次

11 麺類茹上げ装置 株式会社島田屋本店 11 調理機 有限会社池田理熱工業

12 麺類の水切り装置 株式会社大和製作所 12 自動炒め装置 株式会社クボタ

13 茹麺機 株式会社大阪吾光 13 湯沸し装置 川口工業株式会社

14 自動麺類茹上装置 株式会社トム 14 自動調理システム機器 三洋電機株式会社

15 麺類茹で上げ装置 室伏　敬一郎

16 麺類茹上げ装置 株式会社島田屋本店 15 ヒートパイプ着脱式湯油加熱器 株式会社タニコーテック

17 麺の茹上げ装置 ハッコー食品株式会社

18 麺類茹で装置 室伏　敬一郎 16 回転式加熱調理装置 株式会社エム・アイ・ケー

19 麺茄で上げ盛り付け装置 日本ベアリング株式会社

20 麺類茹で装置 室伏　敬一郎 17 茹麺の連続加圧加熱調理殺菌処理方
法及びその装置

ハッコー食品株式会社

21 麺類茹で装置 室伏　敬一郎 18 自動炒め装置 株式会社クボタ

19 個食の連続的な加熱調理装置におけ
る鍋の循環搬送装置

村上　謙次

22 麺ゆで機 秋田　尚亨 20 ゆで、揚げ方法及びゆで、揚げ機
株式会社三栄コーポレー
ションリミテッド

21 加熱調理器 株式会社クボタ

23 麺茹で装置 極東産機株式会社 22 加熱調理器 株式会社クボタ

24 ゆで麺機
株式会社三栄コーポレー
ションリミテッド 23 加熱調理器 株式会社クボタ

25 麺類のゆで上がり判定方法と装置
イノベーションセンター株式
会社 24 加熱調理器 株式会社クボタ

26 麺茹で方法及び茹で麺機 ニチワ電機株式会社 25 加熱調理器 株式会社クボタ

27 燃焼装置の排気筒構造 株式会社大阪吾光 26 加熱調理器 株式会社クボタ

28 麺類茹で装置 室伏　敬一郎 27 麺食品の自動調理機 山田　芳博

29 麺ゆで機 秋田　尚亨 28 焼き目用プレート皿と焼き目付き焼き
そばの製法

株式会社南華園

30 麺の茹上げ装置 極東産機株式会社 29 加熱調理器 株式会社クボタ

31 麺の茹加工装置 村上　謙次

32 麺類茹で装置 室伏　敬一郎 30 業務用麺類水及び湯切器 上田　昇司

33 二重茹麺槽及びそれを使用する茹麺
機

ホシザキ電機株式会社

34 めん茹機 寿商事株式会社 31 めん用水切り装置 株式会社あづま厨房

以下９８点省略 以下５２点省略

登　録　実　用　新　案　　　平成７年

日　本　特　許　公　開　　　平成８年

　　　　　　　　(セットA)　めん類茹上げ装置の構造

[公開編]　　平成４年～平成１３年（１０年間）　　（セットA）　１３２点　（セットB）　８３点

CD-ROM版   ￥30,700 (A)   ￥19,300 (B)          全文公報版   ￥30,700 (A)   ￥19,300 (B)

(セットA)

 CD-ROM版・全文公報版　　一括購入　　　　　  ￥46,000 (A)　       ￥28,000 (B)

　　　　　　　　(セットB)　めん類自動調理装置の構造　　　　　　No.9372

(セットB)

日　本　特　許　公　開　　　平成５年 日　本　特　許　公　開　　　平成５年

日　本　特　許　公　開　　　平成７年

実　用　新　案　公　開　　　平成５年

日　本　特　許　公　開　　　平成６年
実　用　新　案　公　開　　　平成５年

日　本　特　許　公　開　　　平成６年

実　用　新　案　公　開　　　平成６年

実　用　新　案　公　開　　　平成６年

登　録　実　用　新　案　　　平成６年

日　本　特　許　公　開　　　平成７年




