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圧力鍋の構造と製造方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１１年～平成１５年（５年間） ７８点
(税込価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１８，７９５－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥１８，７９５－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥２７，３００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9081 公開特許 電磁調理器用鍋の構造 平.10-12 67点 ￥22,300
No,8471 〃 〃 平.7-9 84点 ￥27,700
No,8392 〃 フライパンと焦げ付き防止加工法 平.7-9 73点 ￥23,700
No,8395 〃 ケトルの構造と製造方法 平.5-9 87点 ￥27,700
No,8397 〃 天ぷら鍋の構造 平.5-9 69点 ￥21,500
No,8445 〃 断熱調理器の構造 平.5-9 64点 ￥21,800
No,8454 〃 吹きこぼれ防止鍋と蓋構造 平.5-9 62点 ￥20,400
No,8394 〃 アウトドア用調理器具の構造 平.5-9 77点 ￥24,500
No,8396 〃 調理用焼き網の構造 平.5-9 66点 ￥19,700
No,8379 〃 アウトドア用折り畳み式テーブル 平.5-9 62点 ￥21,700
No,8399 〃 ペットボトル収納容器 平.5-9 44点 ￥15,000
No,8398 〃 レジャー用クーラー・ボックス 平.6-9 92点 ￥30,000
No,8356 〃 携帯用木炭コンロの構造 平.8-9 64点 ￥19,800
No,7981 〃 〃 平.5-7 72点 ￥23,400
No,6699 〃 バーベキュー装置の構造 昭.60-63 102点 ￥24,600
No,8019 〃 金属ハウスウエアの構造 平.5-7 42点 ￥20,000
No,8390 〃 無煙ロースターの構造と装置 平.5-9 61点 ￥19,800
No,8668 〃 圧力鍋の構造と製造方法 平.5-10 74点 ￥24,700
No,8669 〃 焼肉鍋の構造と製造方法 平.5-10 81点 ￥26,300
No,8663 〃 鍋の取っ手構造と取付装置 平.5-10 83点 ￥29,600

*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 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 電気圧力鍋 松下電器産業株式会社 35 加熱調理鍋用蓋 株式会社日軽プロダクツ

2 断熱容器及び断熱調理器 日本酸素株式会社 36 加熱調理用器具 新高化学工業株式会社

3
底面外部表面積を大面積化した鍋、
釜類の製造方法。

春田　耕司 37 圧力調理器 象印マホービン株式会社

4 調理鍋
ハインリッヒ　クーン　メタル
バーレンファブリーク　アー
ゲー

38 圧力鍋用蓋
チアフュア　　インダストリー
ズ　　リミテッド

5 真空調理鍋 株式会社日軽プロダクツ 39 圧力調理器 象印マホービン株式会社

6
アルミニウム又はアルミニウム合金材の
多層コーティング、アルミニウム又はア
ルミニウム合金材及びそれを．．．

セブ　エス．アー． 40 圧力調理器 象印マホービン株式会社

7 圧力調理器用安全弁
ハインリッヒ　クーン　メタル
バーレンファブリーク　アー
ゲー

41 うどんの茹で方法及びその装置 株式会社グルメ杵屋

8 加熱容器及び加熱容器用フィン 古澤　敏一 42 圧力調理器 象印マホービン株式会社

9 加熱器 山内　英樹 43
流体通路の開閉機構および該開閉機
構を用いた圧力調理器

象印マホービン株式会社

10
圧力調理器の調理用空間から湿気を
除去するための方法およびこのための
装置

エロマ・ゲーエムベーハー・
グロースキュッヒェンテヒ
ニーク

44 多用途鍋セット 熊倉　庄一

11
調理具の温度を測定するための温度
センサ―を含む調理具

セブ　エス．アー． 45 自動煮物機器 林　忠義

12
底部内に温度センサ―を一体的に有
する調理具

セブ　エス．アー． 46 蓋保持用ノブを有する蓋 セブ　エス．アー．

13 真空調理鍋 株式会社日軽プロダクツ 47 調理装置 趙　弼彙

14 容器の蓋
エーエムシー　インターナ
ショナル　アルファ　メタルク
ラフト．．．

48 保温調理鍋 鄭　榮源

15
沸騰による煮汁の吹きこぼれを防止し
た炊事用具

有限会社誉商事 49 調理容器 遠藤　克己

16 圧力鍋等の調理用容器 アサヒ軽金属工業株式会社 50 調理鍋および鍋蓋加圧用具 遠藤　克己

17 圧力調理器 三洋電機株式会社 51 圧力容器 陳　進財

18 圧力調理器 三洋電機株式会社 52 調理器の鍋密閉装置 三洋電機株式会社

19 圧力調理器 三洋電機株式会社 53 圧力鍋の圧力調整装置 株式会社日軽プロダクツ

20 圧力調理器 三洋電機株式会社 54
高圧およびまたは負圧を有する加熱調
理室

ラツィオナル　アクチエンゲ
ゼルシャフト

21 調理器具用の蒸気通気孔
サンダーランド　ホウルディ
ングス　リミテッド

55 熱効率改新やかん、鍋 吉開　仁

22
環境を保護しかつ安全に食物を焼きま
たは調理する方法

エロマ・ゲーエムベーハー・
グロースキュッヒェンテヒ
ニーク

56 調理用容器の製造方法 株式会社タイエイジャパン

23 料理道具の蓋・取っ手組立体
ダート　インダストリーズ　イ
ンコーポレイテッド

57
アルミニウム製電磁調理器用容器及び
その製造方法

株式会社日軽プロダクツ

24 電子レンジ加熱用の食品用容器 株式会社大王食品 58 電気圧力鍋 松下電器産業株式会社

25 料理用真空鍋 有限会社アマチ 59 保温鍋及びその製造方法 株式会社愛邦

26 調理容器
ヴィーエムエフ　ヴュルテン
バーギッシュ　メタルヴァー
レンファグリク　アーゲー

60
バイヨネット密閉を有する圧力調理器
具

セブ　エス．アー．

27
加圧・減圧調理法、加圧・減圧調理器
具

坂井　徳榮 61
圧力調理器用の割り出しシールリング
及びそれを備えた圧力調理器

セブ　エス．アー．

28 電子レンジ加熱用の食品用容器 株式会社大王食品 62
バイヨネット密閉を有する圧力調理器
具をロック／ロック解除するための装置

セブ　エス．アー．

29 圧力調理器 象印マホービン株式会社 63
取手バヨネット型閉止部を持つ圧力鍋
を開くための安全器具

セブ　エス．アー．

30 調理器用消音器および圧力調理装置 斉藤　孝明 64
特に家庭で使用するための、スパゲッ
ティなどの食用パスタの迅速な調理の
方法と装置

プラトロンゴ、アッティリオ・
アルフレード

31 容器 有限会社久美川鉄工所 65 鍋蓋保持器 七五三掛　俊典

32 レトルトパウチ食品調理電熱器 小田　孟雄 66 圧力調理用電磁調理器 松下電器産業株式会社

33 蒸気圧力調理鍋
フイスラー　ゲゼルシヤフト
ミツト　ベシユレンクテル　ハ
フツング

67 電磁調理器用圧力容器 松下電器産業株式会社

34 密閉容器の吸排気構造 象印マホービン株式会社 以下１１点省略

圧力鍋の構造と製造方法 　　No.9677

[公開編]　　平成１１年～平成１５年（５年間）　　　７８点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥18,795    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,795　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥27,300　）


