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業務用ガスレンジ・バーナの構造
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［公開編］平成７年～平成１６年（１０年間） １００点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥３０，１３５－ ￥２８，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥３０，１３５－ ￥２８，７００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４５，１５０－ ￥４３，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9843 公開特許 ガス・コンロ用バーナー・キャップ 平.8-11 60点 ￥20,400
No,8033 〃 ガスこんろ用バーナーの構造 平.5-7 70点 ￥20,700
No,8920 〃 湯沸器用熱交換器の構造 平.8-11 73点 ￥26,700
No,8032 〃 〃 平.5-7 59点 ￥21,800
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,8453 〃 食品加熱攪拌装置の構造 平.5-9 71点 ￥24,800
No,9372(A) 〃 めん類茹上げ装置の構造 平.4-13 132点 ￥30,700
No, 〃 (B) 〃 めん類自動調理装置の構造 〃 83点 ￥19,300
No,7497(B) 〃 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 〃 28点 ￥17,300
No,9374 〃 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,9530 〃 業務用加湿温蔵装置の構造 平.5-14 100点 ￥20,000
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,8291 〃 卵料理装置の構造 平.5-8 69点 ￥23,400
No,9557 〃 タコ焼・お好み焼製造装置の構造 平.12-14 64点 ￥16,000
No,8859 〃 〃 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 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 加熱出力調整装置 谷口工業株式会社 47 燃焼方法及び装置 大阪瓦斯株式会社

2 加熱調理器具 谷口工業株式会社 48 バーナ 株式会社　土谷金属

3 ガスバーナ 中村　清一 49 業務用ガスこんろ マルデ商事株式会社

4
ガスバーナ装置及びガスオーブン及
びガスバーナの燃焼制御方法

株式会社ワールド精機 50 ガスコンロ サンウエーブ工業株式会社

5
ガス燃焼方法及びこの方法を用いた
バーナ

株式会社大阪吾光 51 ガスバーナ 大阪瓦斯株式会社

6 業務用ガス調理装置 並木　茂夫 52 リングバーナ 大阪瓦斯株式会社

7 ガスバーナー 渡辺　昌彦 53 加熱調理器 株式会社タニコーテック

8
面型赤外線セラミックバーナーの点火
装置

ニイミ産業株式会社 54 バーナ 株式会社サミー

9 ガス調理器 寿商事株式会社 55 バーナ 株式会社サミー

10 ガス器具の立ち消え安全装置 ヒカリ厨房株式会社 56 バーナ 株式会社　土谷金属

11 業務用焼き機 株式会社村上製作所 57 ガス調理器
カール－ツァイス－スティフ
ツング

12 ガスバーナ 大同興業株式会社 58 バーナ 大阪瓦斯株式会社

13 中華料理用ガスレンジ台 大阪瓦斯株式会社 59 スープ等の調理用ガスレンジ 株式会社マルゼン

14 低ＮＯｘガスコンロ 東京瓦斯株式会社 60 内部炎孔バーナ タニコー株式会社

15 中華用低ＮＯｘガスレンジ 東京瓦斯株式会社 61 表面燃焼バーナ 三洋電機株式会社

16 ガス燃焼こんろ 東京サントク株式会社 62 移動可能な囲炉裏装置 加藤　土岐光

17 旋回流バーナ 大阪瓦斯株式会社 63 ガスバ―ナ 株式会社　土谷金属

18 旋回流バーナ 大阪瓦斯株式会社 64 バ―ナ―用ノズル 金　京男

19 コンロ用ガスバーナ 大阪瓦斯株式会社 65 火力増強五徳 株式会社アイアン

20 バーナーチップ 有限会社中村鋳工所 66 ガスバーナ 株式会社　土谷金属

21 旋回流バーナ 大阪瓦斯株式会社 67 ガスバーナ 大阪瓦斯株式会社

22 可変炎孔バーナ 大阪瓦斯株式会社 68 ガスバーナ タニコー株式会社

23 内向き炎バーナ 大阪瓦斯株式会社 69 ガスバーナ 有限会社藤村製作所

24 加熱調理装置 アサヒ装設株式会社 70
自然混合式ガスバーナにおけるガスと
空気の混合装置

株式会社サミー

25 遮熱板付きテーブルレンジ 大阪瓦斯株式会社 71 ガスバーナー装置 ヒカリ厨房株式会社

26 ガスバーナーの調節バルブ 宋　坪水 72 鍋受け枠一体型バーナー装置 ヒカリ厨房株式会社

27 内部炎孔バーナ 大阪瓦斯株式会社 73 ガスバーナー及びオーブン 東京瓦斯株式会社

28 計量機能を備えたガスレンジ 三澤　健一 74 ガスバーナー 東京瓦斯株式会社

29 ガス調理器用赤外線ガスバーナー
トン　ヤン　マジック　コーポ
レイション

75 内部炎孔バーナを備えるガスレンジ タニコー株式会社

30 ガス直火型かまど 有限会社ナカイ 76 ガスバーナ 漢神國際實業有限公司

31
自然混合式ガスバーナーにおけるガス
と空気の混合装置

株式会社サミー 77 バーナ 株式会社　土谷金属

32 コンロバーナ 東京瓦斯株式会社 78 ガスバーナ 大阪瓦斯株式会社

33 内部炎孔親子バーナ 東邦瓦斯株式会社 79 ガス燃焼装置 アタム技研株式会社

34 業務用コンロのガスバーナー 神農　礼次 80 低騒音型ガスバーナ 東京瓦斯株式会社

35 内部炎孔式ガスバーナー 谷口工業株式会社 81 ガス機器 大阪瓦斯株式会社

36 ガスレンジ用バーナ 大阪瓦斯株式会社 82 コンロ 大阪瓦斯株式会社

37 ガスレンジ 大阪瓦斯株式会社 83 ガスかまど 大阪瓦斯株式会社

38 ガスバーナ 大阪瓦斯株式会社 84 バーナ 株式会社　土谷金属

39
内部炎孔式ガスバーナーを使用したレ
ンジ

谷口工業株式会社 85 加熱装置 株式会社サミー

40 ガスコンロおよびガスコック 株式会社タチバナ製作所 86 加熱調理機 株式会社サミー

41 ガス加熱装置並びに火力調節法 ポタール食品株式会社 87 ガスバーナのリードノズル体 有限会社中村鋳工所

42 リングバーナ 大阪瓦斯株式会社 88 こんろ用ガスバーナ 大阪瓦斯株式会社

43 調理器 リンナイ株式会社 89 業務用ガスバーナ 大阪瓦斯株式会社

44 ガスバーナ 株式会社富士工業所 90
加熱調理機および加熱調理支援シス
テム

株式会社サミー

45
ガス強制燃焼におけるディジタル燃焼
方法および装置

谷口工業株式会社 91 水や油等の液体を加熱する加熱槽 タニコー株式会社

46 燃料ガス燃焼用バーナー 東京サントク株式会社 以下９点省略

業務用ガスレンジ・バーナの構造 　　　No.9843

[公開編]　　平成７年～平成１６年（１０年間）　　　１００点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥30,135    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥30,135　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥43,150　）


