
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， ９８４６ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

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

＊最新の特許情報が満載！

自動魚焼装置の構造
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［公開編］平成９年～平成１６年（８年間） ７２点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２７，５１０－ ￥２６，２００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２７，５１０－ ￥２６，２００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４０，９５０－ ￥３９，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8147 公開特許 自動魚焼装置の構造 昭.62-平.8 89点 ￥27,700
No,9555 〃 スープ類の供給装置 平.5-14 75点 ￥20,000
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,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,9557 〃 タコ焼・お好み焼製造装置 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
No,8145 〃 回転式炒め装置の構造 平.1-8 74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,9556 〃 焼鳥製造機の構造 平.7-14 87点 ￥20,000
No,7836 〃 〃 平.4-6 61点 ￥21,900
No,7333 〃 〃 平.2-3 69点 ￥21,400
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,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 平.2-9 70点 ￥29,700
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
*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
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℡ （ ） FAx （ ）
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※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 魚焼器 南　慎誠 48 食品用オーブン仕上げシステム
ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

2 うなぎなどの焙焼器 古田　一幸 49
調理済み食品及び半調理食品を製造
するための方法と対応する機械

ボナパエッラ　エス．エル．

3 調理用加熱装置 ヒゴグリラー株式会社 50 コンベア式食材焼物機 株式会社マルゼン

4 自動調理機の被調理材料搬送装置 株式会社リュウビ 51 電気式焼物器 株式会社マルゼン

5
食品調理機のネットコンベヤ処理方法
及び装置

株式会社リュウビ 52 電気式焼物器 株式会社マルゼン

6 食品の加熱方法および加熱装置 土佐鰹水産株式会社 53 電気式焼物器 株式会社マルゼン

7 うなぎなどの焙焼装置 古田　一幸 54
食材の加熱方法、蒲焼の加工方法、
蒲焼装置及び蒲焼用のスモ－ク原料
の製造方法

株式会社　竹田精工

8 魚、肉等の表面焼き機 株式会社リュウビ 55 加熱調理装置 株式会社アイホー

9 焼き機 ミヤツ工業株式会社 56 加熱調理装置 アサヒ装設株式会社

10 焼き機 ミヤツ工業株式会社 57 複合調理容器 株式会社サミー

11 食品用自動両面焼機 有限会社勝又製作所 58 焼き調理装置 清川　晋

12 ガス焼物機 株式会社アイホー 59 コンベアオーブン ニチワ電機株式会社

13 食物用加熱装置
株式会社マグナインターナ
ショナル

60 加熱装置における加熱安定化装置 味の素株式会社

14 加熱調理装置 アサヒ装設株式会社 61 被焼成物の焼成温度管理システム 株式会社石野製作所

15 焼串を用いた魚の姿焼き装置 浪越　正雄 62 物品処理装置 株式会社　竹田精工

16 食品の通電加工装置 東洋アルミニウム株式会社 63 コンベア式焼物機 株式会社フジマック

17 うなぎなどの焙焼装置 古田　一幸 64 食品の連続加熱装置 株式会社石野製作所

18 焼物用調理装置 清川　晋 65 加熱調理器 ヒゴグリラー株式会社

19 自動串焼機 ヒゴグリラー株式会社 66 焼き調理装置 ミサト株式会社

20 自動焼き機 株式会社リュウビ 67 自動焼き物機 ジョイテック株式会社

21 まぐろのかしら焼機 紋波　英雅 68 加熱調理器 株式会社千石

22 焼物製造装置 株式会社石野製作所 69 自動回転式串焼き調理機 有限会社　三高工業

23 焼き物器
株式会社中部コーポレー
ション

70 コンベア式焼物機 株式会社フジマック

24 自動調理機 株式会社サミー 71 上下加熱式焼き物機 株式会社サミー

25 ガス焼物機 株式会社アイホー 72 コンベアオーブン ニチワ電機株式会社

26 加熱調理装置 清川　晋

27 エア流処理装置 株式会社荒川製作所

28 自動加熱調理器 有限会社藤井工業所

29 自動焼物機 ヒゴグリラー株式会社

30 焼き物器 ニチワ電機株式会社

31 回転式焼き物機 有限会社目宅製作所

32 ローラ搬送式調理機 株式会社サミー

33 焼き物機 株式会社サミー

34 蒲焼の加工方法及び蒲焼装置 株式会社　竹田精工

35 プレス焼機 株式会社タイヨー製作所

36 分解容易な連続式焼物機 株式会社タニコーテック

37 焼皿及び焼皿を使用した調理方法 株式会社どん

38 物品焼機
株式会社ナカガワ　エフ
エム　テイ

39 コンベアオーブン食品加熱装置 株式会社中西製作所

40 食品焼き器 ニチワ電機株式会社

41 炭火焼き食品の製造方法及び装置 味の素株式会社

42 コンベヤ式焼き物機 リンナイ株式会社

43 焼き上げ調理装置 坂口　泉

44 自動調理機 株式会社サミー

45 加熱装置 株式会社サミー

46 加熱調理機 株式会社サミー

47 調理機および調理システム 株式会社アイホー 以上７２点収録

自動魚焼装置の構造　　　No.9846

[公開編]　　平成9年～平成16年（8年間）　　　72点
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