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焼鳥製造機の構造
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成７年～平成１４年（８年間） ８７点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２０，０００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２０，０００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３０，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,7836 公開特許 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,9530 〃 業務用加湿温蔵装置の構造 平.5-14 100点 ￥20,000
No,9373 〃 餃子調理装置の構造 平.4-13 84点 ￥19,700
No,9422 〃 炒飯調理装置の構造 平.4-13 82点 ￥18,800
No,9423 〃 惣菜調理装置の構造 平.4-13 67点 ￥15,400
No,9092 〃 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,8453 〃 食品加熱攪拌装置の構造 平.5-9 71点 ￥24,800
No,9438 登録・公開 フライヤーの構造と装置 平.14 85点 ￥19,500
No,9250 〃 〃 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,8859 公開特許 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

*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、Ｂ５製本版は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・Ｂ５製本版・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。

http://www.itdc-patent.com


1 串刺し食品の焼き上げ装置 堀内　八重子 46 食物加熱装置 施　秋　雄

2 焼き物器 谷口工業株式会社 47 うなぎなどの焙焼装置 古田　一幸

3 自動回転焼き物機 田口　一雄 48 焼物用卓上こんろ 三浦　雅博

4 ロースター 株式会社ヤナゲン 49 自動串焼機 ヒゴグリラー株式会社

5 肉焙り器 小野　　博 50 自動串焼機に用いる焼串 ヒゴグリラー株式会社

6 串焼器 宮本　雅登 51 食用串 木川田　敦

7 二層式ガスレンジ 北村　容子 52 多機能加熱調理器 株式会社割烹かどや

8 棒状食材加熱器 北辰機器株式会社 53
食材を焼き上げるための装置と食材を
入れる焼きかご

幸　治男

9 ヤキトリ炉の炉壁冷却構造 株式会社秋吉 54 無煙焼き器 北辰機器株式会社

10 串抜き具 高良　勝次 55 焼き物器
株式会社中部コーポレー
ション

11 串焼き装置 夏見　好夫 56 燃焼制御方法 株式会社大成化研

12
串棒の支持構造、該支持構造を有す
る串物の回転移動装置及び該回転移
動装置を有する串物の焙焼装置

敷島製パン株式会社 57 串焼き装置 タニコー株式会社

13 自動串焼き装置 株式会社原製作所 58 串焼き装置 タニコー株式会社

14 串具及び串刺し物 有限会社橘内商店 59 串刺装置
有限会社的場電器エムテッ
ク

15 うなぎなどの蒲焼器 古田　一幸 60 串焼き装置 小野　平介

16 串焼き調理器 株式会社児玉製作所 61 串刺し装置 小野　平介

17 焼成器 リンナイ株式会社 62 ロースタ 有限会社藤村製作所

18 焼成器の串受け装置 リンナイ株式会社 63 串焼き装置
有限会社平池エンジニアリ
ング

19 串焼自動反転装置 株式会社原製作所 64 自動焼物機 ヒゴグリラー株式会社

20 焼串支持装置 有限会社石川モータース 65 焼鳥用串 東邦産商株式会社

21 焼成器の焼き網セット リンナイ株式会社 66 串焼き用串回転器 東原　宏

22 炭火焼装置
株式会社吉田機械サービ
ス

67 串焼き器 中野　武久

23 串焼き装置 夏見　好夫 68 回転式焼き物機 有限会社目宅製作所

24 自動カバブ回転器 クタン，ジャン，ノエル 69 食品焼き装置 有限会社カトウ

25 家庭用焼き鳥調理器 宮崎　正 70 焼き鳥串回し 塩田　充

26 高速焼鳥串刺機 岡　とし子 71 炭火グリラー タニコー株式会社

27 串差し食品の焼き揚げ装置 野末　武司 72 焼物器
株式会社中部コーポレー
ション

28 串刺装置 株式会社原製作所 73 串焼き用串支持台 サンタ株式会社

29 木炭の放射特性を利用する燃焼器具 株式会社キングコール 74 加熱器具 サンタ株式会社

30 自動串やき機 株式会社ソフテック 75 焼物器 山岡金属工業株式会社

31 食材焼き器 森前　光好 76 炭火焼き食品の製造方法及び装置 味の素株式会社

32 焼き調理台 小林　奎治 77 串焼き装置 パール金属株式会社

33 串用押し具 藤崎　トシ子 78 加熱器具の油煙誘導装置 サンタ株式会社

34 調理用加熱装置 ヒゴグリラー株式会社 79 焼き鶏網 中嶋　寛

35 保温台 ダイキン工業株式会社 80 串焼き機及び串焼き調理法 株式会社大和田製作所

36 自動串焼き機 リンナイ株式会社 81 焼き上げ調理装置 坂口　泉

37 調理用排気装置 有限会社ハイキ 82 串具および串付食品 伊藤ハム株式会社

38 食品用串 藤原　明 83 串洗浄機 成輝工業株式会社

39
串の先端が尖っていない串刺し食品
の製造方法およびその製造装置

株式会社エフ・ディー・ケイ
エンジニアリング

84 消臭器 石井企業株式会社

40 食べ物用串 宮崎　紀孝 85 段階的回転焼き肉器
マッコーネル・ジェームス・
ダブリュー

41 焼鳥器 徳永　靖司 86 自動ベイスティング式ロースタ ヒーリー，ジャック

42 串焼き装置 甲高　久男 87 焼串台 マルカ金属株式会社

43 卓上串焼器 中島　卓

44 焼き機 ミヤツ工業株式会社

45 焼き機 ミヤツ工業株式会社 以上８７点収録

焼鳥製造機の構造
[公開編]　　平成７年～平成１４年（８年間）　　　８７点

CD-ROM版　　　￥20,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥20,000

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥30,000　）


