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1
金属容器胴部の内面被膜の欠陥検出
装置および欠陥検出方法

大和製罐株式会社 36
周波数解析装置、周波数解析方法、
周波数解析プログラム、打検装置及び
打検方法

東洋製罐株式会社

2
飲料缶の検査方法及びこれに用いる
飲料用缶蓋

三菱マテリアル株式会社 37 検査装置 三菱マテリアル株式会社

3 ブランケット検査装置
日本ナショナル製罐株式会
社

38 打検機用打検プローブ 東洋製罐株式会社

4
ラミネート缶内面のフィルム欠陥位置
特定方法及び装置

日本鋼管株式会社 39 打検機用打検プローブ 東洋製罐株式会社

5 密封容器の内圧検査方法及び装置 東洋製罐株式会社 40 缶胴の位置検出装置及び方法 齋藤製罐株式会社

6 缶蓋接合部の検査装置
ライオンエンジニアリング株
式会社

41
金属缶の巻締め部の検査方法及び検
査装置

東洋製罐株式会社

7 缶蓋用空包装材の仕分け装置 麒麟麦酒株式会社 42 缶巻締め部寸法測定装置及び方法 三菱マテリアル株式会社

8 リフター圧測定装置 三菱マテリアル株式会社 43 ボトル缶の測定方法 三菱マテリアル株式会社

9
キャップの気密性検査装置及びその
方法

大和製罐株式会社 44 ボトル缶の測定装置及び測定方法 三菱マテリアル株式会社

10 超音波漏洩検出装置 株式会社テイエルブイ 45 ボトル缶の測定検査方法 三菱マテリアル株式会社

11 超音波漏洩検出装置 株式会社テイエルブイ 46 検査装置 三菱マテリアル株式会社

12 缶の巻締め部寸法測定装置 三菱マテリアル株式会社 47 検査装置 三菱マテリアル株式会社

13 音響反射装置 日鐵ドラム株式会社 48 缶を検査するシステム及び方法
インテリジェント・マシーン・
コンセプツ・エルエルシー

14
キャップの気密性非破壊検査方法及
びその装置

大和製罐株式会社 49 缶巻締試験装置 三菱マテリアル株式会社

15
容器および容器の中間部材検査方法
並びに検査装置

東洋製罐株式会社 50
内容物漏出検査方法、内容物漏出検
査装置、及び内容物漏出検査用密閉
シート

アサヒビール株式会社

16 周面撮像装置及び周面検査装置 東洋製罐株式会社 51 鋼製ドラム缶の検査方法 鋼管ドラム株式会社

17 缶体の検査装置及び検査方法 東洋製罐株式会社 52
振動パターン可視化方法およびそれ
を用いた検査装置

新日本電工株式会社

18
量子誤差を考慮したマッチング処理方
法

大和製罐株式会社 53
密閉缶の漏れ検査方法及び密閉缶の
漏れ検査装置

三菱マテリアル株式会社

19
３板式ＣＣＤカメラを用いた缶外観検査
装置

大和製罐株式会社 54 リーク検出装置、及びリーク検出方法 グンゼ株式会社

20 量子誤差を考慮した色変換方法 大和製罐株式会社 55 缶詰の内圧検査装置 大和製罐株式会社

21 検査結果識別装置 玉川マシナリー株式会社 56
缶巻締め部寸法測定方法及び測定装
置

三菱マテリアル株式会社

22
金属缶の内面被膜検査方法及び検査
装置

大和製罐株式会社 57 密封容器の内圧検査方法および装置 大和製罐株式会社

23 金属容器の内面被膜検査装置 大和製罐株式会社 58 容器外観検査装置 株式会社日立メディコ

24
缶の巻締部検査方法および巻締部押
え治具

東洋製罐株式会社 59
不良缶詰検出方法およびそれに用い
られる示温インク印刷缶詰

大和製罐株式会社

25 フランジ変形缶の検出方法 大和製罐株式会社 60 トルク計測装置 三菱マテリアル株式会社

26
金属容器の内面被膜検査装置および
検査方法

大和製罐株式会社 61 多面ミラーを備えた撮像装置
株式会社キリンテクノシステ
ム

27 容器の検査方法および検査装置 東洋製罐株式会社 62 缶ボトムチャック 玉川マシナリー株式会社

28 缶体のピンホール検査装置 東洋製罐株式会社 63
缶容器の内圧測定方法および内圧測
定装置

三菱マテリアル株式会社

29 検査用搬送装置
株式会社キリンテクノシステ
ム

64 缶外面の検査方法 東洋製罐株式会社

30 金属容器の内面被膜検査装置 大和製罐株式会社 65
間欠回転ターレットへの円筒体供給方
法および装置

東洋製罐株式会社

31
ドラム缶の巻締部の欠陥監視装置およ
び監視方法

日鐵ドラム株式会社 66 缶外面の皺検出方法 東洋製罐株式会社

32
ドラム缶のコンパウンド監視装置および
監視方法

日鐵ドラム株式会社 67 食品容器のヘッドスペース置換方法 東洋製罐株式会社

33
ドラム缶の巻締前の変形監視装置およ
び変形監視方法

日鐵ドラム株式会社 68
内圧測定検査方法及びその測定検査
装置

三菱マテリアル株式会社

34
光沢のあるドラム缶の蓋面を照明用光
源の写り込みなく撮影する方法及び装
置

株式会社アトックス 69 缶の検査装置 三菱マテリアル株式会社

35 往復摺動型摩擦試験機 株式会社レスカ 70 缶のピンホール検査方法 玉川マシナリー株式会社
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