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ペットボトル減容機の構造
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［公開編］平成１３年～平成１６年（４年間） ７４点
(税込価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２５，９３５－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２５，９３５－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３８，８５０－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9238 公開特許 ペットボトル減容機の構造 平.9-12 64点 ￥20,000
No,8233 〃 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 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・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1
圧潰容器の自動収納箱付容器圧潰装
置

ぺんてる株式会社 42 容器回収装置
松下エコシステムズ株式会
社

2 容器圧潰装置の安全装置 ぺんてる株式会社 43 容器減容機
株式会社つるや田部井製
作所

3 減容器用ベルト ニッタ株式会社 44 容器圧縮装置 ヤクシンテクニカ株式会社

4 ペットボトル減容処理方法と装置
アイエンジニアリング株式会
社

45
熱可塑性樹脂材の廃棄物塊状化方法
及び装置

株式会社村岡鉄工所

5 容器処理装置 山田　末雄 46 容器の減容圧縮装置 松下電工株式会社

6 空き容器回収処理機 富士電機株式会社 47 容器の減容圧縮装置 松下電工株式会社

7 空き容器回収処理機 富士電機株式会社 48 廃プラスチック類の減容処理装置 有限会社国友機械

8 廃棄物の圧縮処理装置 マロール株式会社 49 分別ごみ減容器 松下電工株式会社

9
空樹脂容器潰し機用圧縮ローラ並び
にこの製造方法並びにこの圧縮ローラ
を具えた空樹脂容器潰し機

株式会社アクトコーポレー
ション

50 空き容器の自動減容圧縮装置 松下電工株式会社

10 容器潰し機 ぺんてる株式会社 51 容器圧縮機 松下電工株式会社

11 ペットボトルのリサイクル中間処理装置 ニッタ株式会社 52 廃プラスチックの圧縮減容方法 日工株式会社

12 ペットボトルのストッカー ニッタ株式会社 53 廃プラスチックの圧縮減容装置 日工株式会社

13 ペットボトルの下部排出式ストッカー ニッタ株式会社 54 廃プラスチックの圧縮減容装置 日工株式会社

14 圧縮減容装置 藤原　充弘 55 ペットボトル減容機 立石　直樹

15 容器収縮機 松下精工株式会社 56 容器圧縮処理機 トキワ工業株式会社

16 ペットボトル処理器 本田技研工業株式会社 57 ゴミ圧縮機 富士工業株式会社

17 容器潰し機 ぺんてる株式会社 58 ペットボトル用圧潰装置 三和産業株式会社

18 容器潰し機 マックス株式会社 59
廃プラスチックのコンテナ輸送方法、及
びプレス機

日工株式会社

19 容器の減容装置 東芝テック株式会社 60 廃棄物処理装置 株式会社田村電機製作所

20 空容器の減容装置 タキタ技研株式会社 61 ペットボトル用圧潰装置 三和産業株式会社

21 容器減容装置 東芝テック株式会社 62 ＰＥＴボトル穴開け・減容機 株式会社春江

22 ペットボトル用圧縮処理装置 マックス株式会社 63 空き容器圧縮装置 松下電工株式会社

23 ペットボトル用圧縮処理装置 マックス株式会社 64 空き容器圧縮装置 松下電工株式会社

24 ペットボトル用圧縮処理装置 マックス株式会社 65 ペットボトル処理装置 富士重工業株式会社

25 ペットボトル用圧縮処理装置 マックス株式会社 66
資源回収支援システム及び資源回収
支援方法

株式会社エコシップ二十一

26 ペットボトル用圧縮処理装置 マックス株式会社 67
ペットボトル減容化支援装置及びペット
ボトル減容化システム並びにペットボト
ル廃棄物の減容化方法

日立建機株式会社

27 ペットボトル用圧縮処理装置 マックス株式会社 68
ペットボトルの減容回収方法とその装
置

ミサキ電機株式会社

28 容器潰し機 ぺんてる株式会社 69 プラスチック容器類の圧縮減容装置 有限会社ヤマウチ

29
ペットボトルの穴開け、減容、キャップ
外し機

株式会社春江 70 空き容器回収機
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

30 プラスチック容器減容装置 ニチハ株式会社 71 容器回収装置
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

31 飲料容器用圧縮処理装置 マックス株式会社 72 容器回収装置
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

32 飲料容器用圧縮処理装置 マックス株式会社 73 容器回収装置
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

33 飲料容器用圧縮処理装置 マックス株式会社 74 容器回収装置
富士電機リテイルシステム
ズ株式会社

34 樹脂減容機 松下電器産業株式会社

35 空き容器潰し機 ぺんてる株式会社

36 容器の自動減容圧縮装置 松下電工株式会社

37 回収ボトル整列送給装置
テクニカマシナリー株式会
社

38 容器潰し機 株式会社ナカヨ通信機

39 ペットボトル回収装置
松下エコシステムズ株式会
社

40 容器の自動減容圧縮装置 松下電工株式会社

41 容器の自動減容圧縮装置 松下電工株式会社 以上７４点収録

ペットボトル減容機の構造 　　　No.9810

[公開編]　　平成１３年～平成１６年（４年間）　　　７４点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,935    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,935　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥38,850　）


