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餃子調理装置の構造
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成４年～平成１３年（１０年間） ８４点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１９，７００－
◎全文紙収録 全文公報版 ￥１９，７００－
（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥２９，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,9092 公開特許 ハンバーガー調理装置 平.9-12 58点 ￥23,400
No,8141 〃 〃 平.5-8 79点 ￥34,400
No,8145 〃 回転式炒め装置の構造 平.1-8 74点 ￥27,700
No,8147 〃 自動魚焼装置の構造 昭.62-平.8 89点 ￥27,700
No,8171 〃 フライ材料整形装置の構造 平.4-8 60点 ￥23,700
No,8291 〃 卵料理装置の構造 平.5-8 69点 ￥23,400
No,8390 〃 無煙ロースターの構造と装置 平.5-9 61点 ￥19,800
No,8400 〃 回転式寿司カウンターの構造と装置 平.2-9 70点 ￥29,700
No,8453 〃 食品加熱攪拌装置の構造 平.5-9 71点 ￥24,800
No,8859 〃 タコ焼・お好み焼製造装置の構造 平.9-11 57点 ￥23,300
No,8118 〃 〃 平.4-8 69点 ￥29,700
No,8724(B) 〃 ぎょうざの製造装置 平.6-10 57点 ￥20,800
No,7686(C) 〃 〃 平.2-5 61点 ￥21,700
No,7857(B) 〃 コンベア式食器洗浄装置の構造 平.1-6 99点 ￥36,900
No, 〃 (A) 〃 〃 昭.60-63 102点 ￥25,600
No,8121 〃 蒸し器の構造 平.7-8 87点 ￥29,400
No,7806 〃 〃 平.4-6 81点 ￥26,300
No,7470 〃 〃 平.2-3 79点 ￥26,700
No,7836 〃 焼鳥製造機の構造 平.4-6 61点 ￥21,900
No,7333 〃 〃 平.2-3 69点 ￥21,400
No,7472 〃 パン焼成用オーブンの構造 昭.62-平.3 101点 ￥36,400
*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。



34 食品の焼き加工用具と、それを使用す
る食品の焼き加工装置

アサヒ装設株式会社

1 省エネルギー型蒸し器
東京リビングサービス株式
会社 35 餃子焼き蒸気発生用フレーム 川崎　将隆

36 調理器 サンヨー工業株式会社

2 食品自動焼き上げ装置 サン・プラント工業株式会社 37 調理用搬送装置および調理装置 ニチモウ株式会社

3 餃子の蒸し焼装置 長沼　満夫

38 餃子鍋およびそれを用いた餃子焼機 松下電器産業株式会社

4 スチームコンベクションオーブン 株式会社マルゼン 39 餃子焼機 松下電器産業株式会社

5 ガスオーブン庫内の熱風循環方式 株式会社マルゼン 40 食品焼機 西脇　巖

6 餃子の蒸上げ方法 東亜工業株式会社 41 包装食品の製造方法及び調理方法 片平　亮太

7 蒸気式調理法及び調理器 大阪瓦斯株式会社 42 加熱調理器 松下電器産業株式会社

8 蒸し装置 高技工業有限会社 43 焼き餃子の製造方法 味の素株式会社

9 蒸気調理機の制御装置 ホシザキ電機株式会社 44 両面焼き調理機 株式会社コメットカトウ

10 蒸気調理機 ホシザキ電機株式会社 45 蒸気加熱装置 株式会社ニットー冷熱製作
所

46 食品用自動両面焼機 有限会社勝又製作所

11 蒸気調理装置 株式会社エムアイシー

12 ギョウザ焼器 株式会社若菜 47 惣菜蒸し装置における惣菜載置棚 株式会社アイホー

13 蒸し器 株式会社明城製作所 48 ギヨーザ焼器 渡辺　昌彦

14 食品蒸し焼き装置及び容器詰め装置 味の素株式会社 49 食品整列装置 サン・プラント工業株式会社

15 オートスチーマ 高倉　敏彦 50 両面焼き調理器 株式会社コメットカトウ

16 両面加熱調理器 柴崎　敬乃 51 保温装置付き循環型搬送路 株式会社石野製作所

17 両面加熱調理器 株式会社柴崎経営研究所 52
低圧高温過熱水蒸気の温度、湿度を
調整した雰囲気における食品加工およ
び調理法とその装置

宍戸　弘

53 多人数用蒸し器 株式会社五加調理器

18 蒸気調理装置 ホシザキ電機株式会社 54 多人数用蒸し器 株式会社五加調理器

19 蒸気調理装置及びその防滴カバー ホシザキ電機株式会社 55 回転飲食台における焼き物類、蒸し物
類提供方法、装置およびその容器

日本クレセント株式会社

20 餃子鍋の湯こぼし機構 満川　元紀 56 レストランの調理システム 株式会社グルメ杵屋

21 加熱調理器 ホシザキ電機株式会社 57 餃子焼器 株式会社帝国電機製作所

58 連続式食品蒸し焼き乾燥殺菌装置 株式会社宇賀神製作所

22 業務用焼き機 株式会社村上製作所

23 餃子などの搬送装置 東亜工業株式会社 59 蒸気式調理器 ニチワ電機株式会社

24 半加工調理食材の製造方法と食材及
び装置

株式会社サンゴー

25 オーブン内における熱風形成、供給方
法

株式会社マルゼン 60 蒸煮装置 株式会社　フジキ食品

26 食品加熱装置 株式会社マルゼン 61 惣菜の蒸し調理方法 株式会社アイホー

27 食品加熱方法 株式会社マルゼン 62
油揚げ機及びこの油揚げ機を使用し
て餃子、焼売等食品を調理する調理
方法

ホシザキ電機株式会社

28 ギョーザ調理方法 株式会社マルゼン 63 輻射加熱調理方法 富田　恭三

29 加熱装置 鈴木　芳人 64 餃子焼方法及び餃子焼機 タニコー株式会社

30 蒸気供給機構を備えた回転飲食台 日本クレセント株式会社 65 グリドル 東京瓦斯株式会社

31 焼き物調理器 松下電器産業株式会社 66 連続式餃子焼蒸調理装置 株式会社宇賀神製作所

67 調理器具 株式会社テルモ工業

32 惣菜の蒸し方法および装置 株式会社アイホー

33 焼き物調理器およびその清掃具 松下電器産業株式会社 68 焼き物器 ニチワ電機株式会社

以下１６点省略

実　用　新　案　公　開　　　平成７年

日　本　特　許　公　開　　　平成８年

日　本　特　許　公　開　　　平成９年

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

登　録　実　用　新　案　　　平成１０年

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

登　録　実　用　新　案　　　平成１１年

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年

登　録　実　用　新　案　　　平成１２年

餃子調理装置の構造　　　No.9373

[公開編]　　平成４年～平成１３年（１０年間）　　　８４点

CD-ROM版　　　￥19,700    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥19,700

日　本　特　許　公　開　　　平成５年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥29,000　）

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

日　本　特　許　公　開　　　平成７年


