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［公開編］平成９年～平成１２年（４年間） ６４点

＊電子BOOK版新登場！ ◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２０，０００－
◎全文紙収録 全文公報版 ￥２０，０００－

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
No,8233 公開特許 ペットボトルの処理再生方法と装置 平.5-8 57点 ￥23,700
No,8235 〃 廃発泡スチロールの処理・再生方法 平.7-8 69点 ￥27,700
No,8253 〃 廃タイヤの処理・再利用方法と装置 平.7-8 57点 ￥19,800
No,7930 〃 〃 平.4-6 71点 ￥26,500
No,8927 〃 簡易圧潰ペットボトルの構造 平.5-11 99点 ￥34,500
No,7830(B) 〃 空罐圧縮機の構造と装置 平.6 122点 ￥42,200
No, 〃 (A) 公告特許 〃 平.3-6 17点 ￥ 8,300
No,7112(A) 〃 〃 昭.60-2 49点 ￥20,000
No, 〃 (B) 公開特許 〃 〃 170点 ￥49,600
No,8664 〃 ゴミ焼却灰より有価金属の回収方法 平.5-10 57点 ￥24,800
No,8684 〃 ゴミの燃料化方法と装置 平.8-10 64点 ￥25,000
No,9019 〃 廃家電製品の処理・再利用方法 平.5-11 67点 ￥23,700
No,8571 〃 スクラップ原料の脱油方法 平.5-9 64点 ￥23,300
No,8465 〃 ダイオキシンの発生防止方法と装置 平.7-9 53点 ￥23,300
No,9151 〃 汚染土壌の水洗・浄化方法と装置 平.8-12 72点 ￥31,800
No,9149 〃 微生物による汚染土壌の浄化法 平.10-12 102点 ￥45,900
No,8488 〃 〃 平.7-9 88点 ￥39,600
No,8704 〃 廃潤滑油の再生方法と装置 平.5-10 54点 ￥24,300

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（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、原本コピーは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。］
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43 ＰＥＴボトル減容機 株式会社島津製作所

1 廃プラスチック容器の圧縮装置 松田　美枝 44 ペットボトルの展開圧縮装置 ニッタ株式会社

2 中空容器プレス装置 株式会社長野計器製作所 45 回転プレス装置 渡辺　国男

3 合成樹脂製ボトルの押し潰し装置 共栄発條工業株式会社 46 ペットボトル等の減容処理装置 株式会社物井工機

4 ペットボトル減容装置 株式会社島津製作所 47 ペットボトルの減容化装置 株式会社明和工作所

5 中空容器用穴明け装置 株式会社長野計器製作所

6 廃ペットボトルの真空減容処理方法
及び装置

シグマ機器株式会社 48 プラスチック容器の廃棄物処理装置 キョーラク株式会社

7 ペットボトルのリサイクルシステム 光永通商株式会社 49 減容装置 株式会社日綜電機

8 廃プラスチック資源化プラント 野田　治男 50 ペットボトル圧縮梱包機 日立造船株式会社

9 飲料容器クラッシャ プラコム株式会社 51 ペットボトル再生処理装置 鈴鹿　道彦

10 プラスチック廃棄物の減容装置 日鉄鉱業株式会社 52 ペットボトルのネジ部の切断と本体を
圧縮する装置

山田　敏晴

11 プラスチック廃棄物の減容装置及び
減容方法

日鉄鉱業株式会社 53 廃プラスチック投入装置および廃プラ
スチックの投入方法

株式会社東芝

12 物品減容機の供給装置 シブヤマシナリー株式会社 54 廃棄物から熱溶融性プラスチックを分
離する方法、廃棄物の減容処理．．．

株式会社ミック

13 物品減容機の渡り板 シブヤマシナリー株式会社 55 廃プラスチック容器梱包設備 鎌長製衡株式会社

56 空き缶、廃プラスチック容器等の処理
装置

日工株式会社

14 ペットボトル処理装置 オムロン株式会社 57 ペットボトル回収用ボックス ニッタ株式会社

15 飲料容器クラッシャ プラコム株式会社 58 廃棄物処理方法および廃棄物処理
装置

株式会社ダイシン貿易

16 熱可塑性プラスチック製ペットボトル
減容装置

岡部　義雄 59 物品減容機 シブヤマシナリー株式会社

17 ペットボトルの加熱裁断処理装置 山下　司郎 60 容器潰し機 株式会社ナカヨ通信機

18 廃プラスチック容器の減容処理装置 東洋食品機械株式会社

19 廃プラスチック容器の減容処理装置 三菱重工業株式会社 61 データ処理装置付きペットボトル減容
機

鎌長製衡株式会社

20 廃プラスチック容器の減容処理装置 三菱重工業株式会社 62 ペットボトル等の減容処理装置 株式会社物井工機

21 ペットボトルの圧縮方法及び装置 長塩　吉之助

22 ペットボトル処理装置 オムロン株式会社 63 圧縮梱包されたペットボトルの解梱機 有限会社すずか

23 ペットボトル簡易減容圧縮機
株式会社テクノフロンティ
ア 64 リサイクルＰＥＴボトル製、店頭回収用

簡易型ＰＥＴボトル減容機
高嶋技研株式会社

24 プラスチック製ペットボトル減容装置 岡部　義雄 以上　６４点
25 ペットボトル減容回収装置 株式会社島津製作所

26 空容器の減容処理装置 新明和工業株式会社

27 ペットボトル減容機 株式会社内田製作所

28 ペットボトル減容機 静岡県

29 ペットボトル圧縮装置 西山　正文

30 容器の減容処理装置 株式会社センダ

31 ＰＥＴボトル圧縮用補助具及び回収Ｐ
ＥＴボトルの圧縮方法

クラリー・エンターテェイメ
ント・ビジネス株式会社

32 容器圧縮機 柳河精機株式会社

33 廃プラスチック容器の減容処理装置 東洋食品機械株式会社

34 排プラスチック減容装置 フィグラ株式会社

35 プラスチック容器等の圧縮機構 株式会社キョウダイ

36 予備圧縮装置付きペットボトル減容機 鎌長製衡株式会社

37 廃プラスチック容器の減容処理装置 三菱重工業株式会社

38 プラスチックボトル選別減容装置 株式会社日立製作所

39 ＰＥＴボトル減容機 株式会社島津製作所

40 ＰＥＴボトル減容機 株式会社島津製作所

41 ＰＥＴボトル減容機 株式会社島津製作所

42 ＰＥＴボトル減容機 株式会社島津製作所

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年

登録実用新案　平成１０年

登録実用新案　平成１２年

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

ペットボトル減容機の構造　　　No.9238
[公開編]　　　平成9年～平成１２年（4年間）　　　64点

CD-ROM版　　　￥20,000    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥20,000

日　本　特　許　公　開　　　平成９年


