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＊最新の特許情報が満載！

業務用スチームコンベクションオーブン
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１３年～平成１７年（５年間） ８２点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２６，９８５－ ￥２５，７００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２６，９８５－ ￥２５，７００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３９，９００－ ￥３８，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
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,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,8291 〃 卵料理装置の構造 平.5-8 69点 ￥20,000
No,8147 〃 自動魚焼装置の構造 昭.62-平.8 89点 ￥27,700
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
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,8171 〃 フライ材料整形装置の構造 平.4-8 60点 ￥23,700
No,9845 〃 回転式炒め装置の構造 平.9-16 74点 ￥27,900
No,8145 〃 〃 平.1-8 74点 ￥27,700
No,9852 〃 食品加熱攪拌装置の構造 平.10-16 81点 ￥27,400
No,8453 〃 〃 平.5-9 60点 ￥20,400
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,8390 〃 無煙ロースターの構造と装置 平.5-9 61点 ￥19,800
*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 蒸気調理装置 東京瓦斯株式会社 43 電気加熱式の業務用スチーマー 有限会社ナカイ

2 調理器 大阪瓦斯株式会社 44 コンベクションオーブン 株式会社マルゼン

3 コンベクションオーブン 株式会社マルゼン 45 レトルト殺菌用容器 株式会社　せきようミート

4 蒸気調理装置 東京瓦斯株式会社 46
赤外線ガスバーナーを使用した熱気
循環型ガスオーブン

牧野　正道

5 蒸気調理装置 東京瓦斯株式会社 47 電磁誘導加熱機器
富士電機ホールディングス
株式会社

6 コンベクションオーブン 大阪瓦斯株式会社 48 過熱蒸気を用いた加熱装置 若山　護

7
低温加熱調理装置および低温加熱調
理方法

東静電気株式会社 49
抽斗式の多段状蒸し器における蒸し
籠ユニット

株式会社五加調理器

8 調理オーブンにおける蒸気発生機構 株式会社フジマック 50 加熱調理装置 エナジーサポート株式会社

9 強制対流式オーブンの排水口構造 株式会社フジマック 51 水蒸気発生装置及び熱処理方法 株式会社ヨシキン

10 スチームコンベクションオーブン 株式会社マルゼン 52 調理装置 株式会社マルゼン

11 スチームコンベクションオーブン 株式会社マルゼン 53 デッキオーブンの蒸気発生槽の構造 タニコー株式会社

12 スチームコンベクションオーブン 株式会社マルゼン 54 蒸気式調理装置 東京電力株式会社

13 スチームコンベクションオーブン 株式会社マルゼン 55 加熱調理器 三洋電機株式会社

14 スチームコンベクションオーブン 株式会社マルゼン 56 加熱調理装置 三菱電機株式会社

15 スチームコンベクションオーブン 株式会社マルゼン 57 二段階開放型扉用ロックハンドル装置 タキゲン製造株式会社

16 コンベクションオーブン 永山　和男 58 食材蒸し業務用スチーマー 東邦瓦斯株式会社

17 オーブン調理器 ジョンソンボイラ株式会社 59 気体水による加熱方法及びその装置 有限会社梅田事務所

18 ガス機器 大阪瓦斯株式会社 60
貫通式構造を有するオーブンチャン
バー

アルト－シャーム，　イン
コーポレイテッド

19 コンベクションオーブン 永山　和男 61 加熱調理器 株式会社コメットカトウ

20 調理加熱装置 株式会社中西製作所 62 多用途調理装置 株式会社ビジネスアクト

21 スチームオーブン等の扉用ロック装置 タキゲン製造株式会社 63 蒸気加熱調理器 助川電気工業株式会社

22 スチームコンベクションオーブン 大阪瓦斯株式会社 64 蒸気加熱調理器用蒸気供給装置 助川電気工業株式会社

23 オーブン 三幸機械株式会社 65
低温度で飽和蒸気を発生させる方法
およびその装置

株式会社　Ｔ．Ｍ．Ｌ

24 コンベクションオーブン 株式会社七洋製作所 66 連続式コンビオーブン 株式会社アイホー

25 オーブン兼暖房装置 東京瓦斯株式会社 67 真空蒸気調理機 三浦工業株式会社

26
コンベクションオーブン、及び冷凍パン
の焼成方法

和田　衛 68 蒸し器
株式会社中部コーポレー
ション

27 食品殺菌容器並びに食品殺菌方法 株式会社　せきようミート 69
対流式オーブンおよび関連するエア・
フロー装置

プレマーク　エフイージー
リミティド　ライアビリティー
カンパニー

28 コンベクションオーブン 和田　衛 70
スチームコンベクションオーブンによる
加熱調理食品の製造方法

ヒガシマル醤油株式会社

29
調理済みの食品を加熱するための方
法、装置および容器

ヴァルター　フーベルト　エ
リック

71 蒸し庫及び蒸し庫の制御方法 株式会社瀬田技研

30 蒸気式食品加熱装置 有限会社ムーヴ 72
調理装置の運転制御方法および調理
装置

三浦工業株式会社

31 スチームオーブン 株式会社フジマック 73 加熱装置 株式会社ナ・デックス

32
冷凍食品の調理方法及び冷凍食品用
解凍機

株式会社キンレイ 74
低圧高温過熱蒸気を用いた食品素材
の調理方法とそれに用いる低圧高温
過熱蒸気装置

豊田　二郎

33 過熱蒸気調理器及び蒸気発生装置 直本工業株式会社 75 低圧蒸気加熱装置 三浦工業株式会社

34 オーブン 株式会社久電舎 76 オーブン及び遮蔽体 大阪瓦斯株式会社

35 加熱調理器 ニチワ電機株式会社 77
未焼成冷凍食品の解凍、加熱調理方
法及び装置

株式会社シー・エス・テック

36 熱風発生装置 タニコー株式会社 78 蒸気発生器 助川電気工業株式会社

37 高温熱風による加熱装置 タニコー株式会社 79
ドレン蒸気回収装置とドレン蒸気回収
用拡散器

助川電気工業株式会社

38 高温蒸気発生装置 小野澤　忠厚 80 加熱装置 古賀産業株式会社

39
３段階水噴霧器を有する組合せオー
ブン

アルト－シャーム，　イン
コーポレイテッド

81 パン焼窯用のスチーム発生装置 キュウーハン株式会社

40 加熱調理器 株式会社ぞう屋 82
コンビネーションオーブン用の湿度制
御システム

アルト－シャーム，　イン
コーポレイテッド

41 スチームコンベクションオーブン 株式会社アイホー

42 業務用スチーマー 東邦瓦斯株式会社 以上８２点収録

業務用スチームコンベクションオーブン 　　　No.9958

[公開編]　　平成13年～平成17年（5年間）　　　８２点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥26,985    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥26,985　　　（全て税込価）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥39,900　）


