
特許等リスト
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登録番号 名称
特許第3984602号 ローラバニシングツール本体、およびローラバニシングツール
特許第4051053号 ローラバニシング⼯具
特許第4051054号 コーナＲ⾯加⼯⽤のローラバニシングツール
特許第4177742号 ガンドリルマシン
特許第4227551号 ワーク回転装置
特許第4231385号 ⾼圧プランジャポンプ
特許第4262188号 ツール径可変型ローラバニシングツール
特許第4280253号 ワーク回転装置
特許第4321862号 キャビテーション安定器
特許第4346923号 標的細胞⾃動探索システム
特許第4362110号 モータ過熱防⽌システムおよびその⽅法
特許第4373927号 外径⽤、内径⽤のスローアウェイ式バニシング⼯具
特許第4381883号 ⾼圧⽔壁⾯処理装置
特許第4408873号 液圧拡管成形装置
特許第4551379号 マンドレルシール部
特許第4575887号 ワークの姿勢制御⽅法
特許第4575899号 ディンプル形成バニシング⼯具および加⼯⽅法
特許第4616725号 タッピングユニット
特許第4644072号 拡管⼯具
特許第4700590号 横形マシンニングセンタ
特許第4759076号 流体圧式送り速度制御装置
特許第4801686号 ⼯作機械の主軸移動体におけるツールアンクランプ装置
特許第4851815号 拡管装置
特許第4881179号 研磨材供給装置および研磨材供給⽅法
特許第4891970号 締結装置及び締結⽅法
特許第4915948号 ⽳開け加⼯ユニット
特許第4933978号 マンドレルシール部
特許第4939622号 ピーニング⼯具および加⼯⽅法
特許第4989868号 微粉体⼜は微⼩繊維の微細化⽅法
特許第5005406号 平⾯⽤バニシング⼯具およびバニシング加⼯⽅法
特許第5028023号 原⼦炉内アニュラス部の予防保全⽅法及び予防保全装置

特許第5081937号
多段階送り制御装置、および多段階送り制御装置を備えたエア駆動
ドリル装置

特許第5086203号 衝突装置
特許第5123819号 平⾯⽤ディンプル成形⼯具
特許第5147445号 噴流液柱内に導かれたレーザー光によるレーザー加⼯装置
特許第5205481号 アブレシブウォータージェット加⼯機
特許第5220914号 レーザー加⼯装置
特許第5221635号 ディンプル成形バニシング⼯具
特許第5261135号 ディンプル形成バニシング⼯具及びディンプル形成⽅法



特許第5276501号 ワーククランプ装置及びワーククランプ⽅法
特許第5291695号 複合加⼯⼯具
特許第5302998号 ウォータービーム加⼯装置
特許第5331083号 回転バランス修正⽅法および回転バランス修正機
特許第5334055号 バイオナノファイバーの製造⽅法
特許第5344813号 気中キャビテーションジェットノズル
特許第5352177号 複合加⼯⼯具
特許第5361004号 円滑経路⽣成装置および円滑経路⽣成⽅法
特許第5368932号 複合加⼯⼯具および加⼯⽅法
特許第5375070号 ⽳加⼯装置の⼯具装置
特許第5389495号 エア駆動ドリル装置
特許第5391244号 流体圧式送り速度制御装置
特許第5410234号 多軸ヘッド
特許第5432943号 洗浄装置
特許第5443892号 原料処理装置、および⾼圧噴射による微粒化装置

特許第5448042号
レーザー加⼯装置、レーザー加⼯装置の製造⽅法、及びレーザー加
⼯⽅法

特許第5450517号 クランプ装置、クランプ⽅法及び穿孔⽅法
特許第5469490号 加⼯装置
特許第5492664号 切断処理装置
特許第5503616号 ⼯作機械の⼯具取付装置
特許第5534860号 ウォータージェットガン装着⽤ノズルヘッド
特許第5559522号 微粒化装置
特許第5579550号 減圧乾燥機
特許第5584646号 パイプルーフの施⼯⽅法
特許第5618602号 フィルム製剤
特許第5622463号 ⽳あけ加⼯制御⽅法および⽳あけ加⼯装置
特許第5623378号 ジェットキャッチャおよび該キャッチャを備えたジェット加⼯機
特許第5624570号 ディンプル成形バニシング⼯具、及びディンプル成形バニシング⽅
特許第5628228号 微粒化装置
特許第5669181号 ウォータジェット作業⽤プロテクタ
特許第5704997号 タレット式洗浄装置

特許第5711899号
アライメント調整⽅法、アライメント調整装置、及びアライメント
調整装置を備えたレーザー加⼯装置

特許第5714556号 穿孔装置のクランプ装置及びエア駆動ドリル装置
特許第5753414号 レーザ加⼯⽅法
特許第5762331号 原⼦炉内の予防保全装置
特許第5775279号 経路⽣成装置
特許第5872205号 蒸気滅菌⼿段を備えた湿式微粒化装置
特許第5872242号 粉砕機
特許第5876012号 継⼿
特許第5877432号 レーザー加⼯装置
特許第5906117号 ディンプル成形バニシング⼯具およびそれを⽤いたワークの加⼯⽅



特許第5943323号
ウォータージェット噴射装置及びウォータージェット噴射⽤スイッ
チ装置

特許第5945316号 複合加⼯⼯具及びこれを⽤いた加⼯⽅法
特許第5996348号 キャビテーションノズル
特許第5996996号 炉蓋のクリーニング装置
特許第6006592号 無脈動ポンプ
特許第6008753号 洗浄装置
特許第6010385号 チューブ拡管装置及びチューブ拡管⽅法
特許第6025580号 バリ取り⼯具
特許第6045372号 電動湿式微粒化装置
特許第6053716号 切断加⼯における切残し判定⽅法及び切断加⼯装置
特許第6058575号 ウォータージェット切断⽅法及びウォータージェット切断装置
特許第6082584号 原料処理装置及び原料処理⽅法。
特許第6108356号 往復駆動ポンプ

特許第6122758号
残留物確認⽤付着材、およびこれを⽤いた洗浄後の洗浄対象物に残
留する残留物の確認⽅法

特許第6122760号
ディンプル成形バニシング⼯具、⼯作機械及びディンプル・バニシ
ング加⼯⽅法

特許第6128688号 減圧乾燥機
特許第6147623号 タレット装置

特許第6164957号
⾼圧流体回路⽤蒸気滅菌⾃動オンオフバルブ及び該バルブを⽤いた
滅菌装置

特許第6173977号 ローラバニシング⼯具
特許第6196497号 ⼯作機械
特許第6196524号 液圧式拡管装置
特許第6196588号 送り台装置、および対象物駆動装置
特許第6219910号 微粒化装置
特許第6227496号 洗浄装置
特許第6243745号 流体ノズル
特許第6262087号 撹拌脱泡装置
特許第6265417号 レーザー光を⽤いた溶断・破砕適応制御装置
特許第6285379号 トルク測定器
特許第6285770号 ワーク搬送装置および加⼯ライン
特許第6285880号 ポンプ装置
特許第6300232号 流路構造
特許第6318428号 レーザー加⼯装置
特許第6322014号 クランプ装置
特許第6322553号 アブレシブノズルヘッド
特許第6339944号 ウォータージェット加⼯⽤ノズルおよびウォータージェット加⼯装
特許第6348056号 湿式微粒化⽅法及び湿式微粒化装置
特許第6360408号 乳化剤とその製造⽅法、及びオーガニック化粧料
特許第6371653号 超⾼圧発⽣装置
特許第6374848号 クーラント処理装置を有する加⼯機ライン



特許第6392652号 湿式微粒化⽅法及び湿式微粒化装置
特許第6397377号 超⾼圧封⽌装置及び往復駆動ポンプ
特許第6401683号 流体圧発⽣⽅法および流体圧発⽣装置
特許第6403338号 ピストンポンプ及び該ピストンポンプを備えた原料処理装置
特許第6417158号 流体ノズル
特許第6419739号 ランスノズルおよびそれを備えた余剰溶射被膜除去装置
特許第6420778号 余剰溶射被膜除去装置、シールド板、およびシールドユニット

特許第6427533号
放射能表⾯汚染密度測定装置および該測定装置による放射能表⾯汚
染密度測定⽅法

特許第6438848号 ノズル
特許第6444108号 流体継⼿
特許第6457925号 減圧乾燥機および乾燥対象物の乾燥⽅法
特許第6457981号 ノズルのクリーニング⽅法、およびレーザー加⼯装置
特許第6463096号 原料粉砕装置
特許第6475190号 傾動装置
特許第6480388号 アタッチメント
特許第6487084号 ノズルの検査装置及びノズルの検査⽅法
特許第6489693号 洗浄装置
特許第6493912号 ⽔陸探査⽤ロボット
特許第6494041号 定置洗浄・滅菌可能な背圧機能付き微粒化装置
特許第6495798号 バニシング加⼯⽅法並びにローラ及びローラバニシング⼯具
特許第6499063号 ⼯作物把持装置
特許第6502878号 ハンドストッカおよびハンド
特許第6510937号 粉砕機
特許第6511009号 ノズル装置
特許第6511665号 レーザー加⼯装置

特許第6529819号
噴流衝突領域確認⽅法、噴流衝突領域確認装置、プログラム、およ
びコンピュータ読み取り可能な記録媒体

特許第6529849号
制御プログラムの作成⽅法、ＣＡＭシステム、制御プログラム、お
よび記録媒体

特許第6529875号
運動プログラムの作成⽅法、コンピュータ、プログラム、および記
録媒体

特許第6529926号 圧⼒調整ドレン弁
特許第6531908号 レーザ加⼯ヘッド及びレーザ加⼯⽅法
特許第6539193号 洗浄⼯具アタッチメント
特許第6558834号 レーザ加⼯ヘッド
特許第6568464号 三重管式熱交換器
特許第6596392号 微粒化装置
特許第6596720号 レーザを⽤いた接合⽅法
特許第6600222号 ⽴形マシニングセンタ
特許第6608774号 送り台装置
特許第6614554号 ノズル洗浄⽅法及び微粒化装置のノズル洗浄構造
特許第6665243号 ノズルの検査⽅法およびその装置



特許第6670219号 主軸装置、および⼯作機械
特許第6673768号 めねじの洗浄⽅法
特許第6676557号 洗浄機の評価⽅法および洗浄機の評価に供されるターゲット
特許第6688204号 リンク式多関節ロボット
特許第6688268号 異物検査装置及び異物検査⽅法
特許第6689895号 原料の湿式微粒化⽅法及び湿式微粒化装置
特許第6691066号 エアブロー装置
特許第6691472号 管端部⾼圧シール治具
特許第6696948号 清掃装置
特許第6700956号 往復動ポンプ
特許第6703358号 ⼯作機械
特許第6705773号 バニシング⼯具
特許第6709869号 ⽳あけ⽅法及び⽳あけ機
特許第6712110号 圧⼒容器のサイクル試験装置
特許第6712111号 超⾼圧発⽣装置
特許第6712113号 内⾯仕上げツール
特許第6712114号 リンク式多関節ロボットおよびロボットシステム
特許第6713962号 バニシング⼯具の型式の選択⽅法、選択装置及びプログラム
特許第6752346号 洗浄機
特許第6774343号 ⼯作機械
特許第6777359号 分散装置⽤ノズル、そのノズルを備えた分散装置、及び分散⽅法
特許第6778304号 洗浄機
特許第6778660号 外クランプ式⾼圧シール治具
特許第6806875号 洗浄⽅法および洗浄装置
特許第6808702号 洗浄機、及び、対象物の洗浄および乾燥⽅法
特許第6808763号 清掃⽅法および清掃装置
特許第6808790号 洗浄機及び洗浄⽅法
特許第6818825号 洗浄機及び洗浄⽅法
特許第6830170号 洗浄機及び洗浄⽅法
特許第6835303号 レーザー加⼯装置及びレーザー加⼯⽅法
特許第6842506号 洗浄機及び洗浄⽅法
特許第6850776号 洗浄機
特許第6853165号 噴流装置
特許第6855399号 ノズルの振れの測定⽅法及びその装置
特許第6857292号 アブレシブウォータージェット加⼯装置
特許第6860520号 清掃機及びノズルの⽬標位置の撮像⽅法
特許第6863880号 ⾦属ナノコロイド⽣成⽅法及び⾦属ナノコロイド⽣成装置
特許第6864729号 送り台装置および動⼒伝達装置
特許第6868144号 ノズル
特許第6870132号 対象物の洗浄⽅法および洗浄機
特許第6872929号 ウォータージェットピーニング⽅法
特許第6875447号 ポンプ装置及びポンプの運転⽅法
特許第6887235号 燃料デブリの破砕⽅法



特許第6889358号 セルロースナノファイバー含有樹脂組成物

特許第6899556号
シルクナノファイバーの製造⽅法、複合材料、およびシルクナノ
ファイバーフィルム

特許第6907390号 洗浄⽅法および洗浄機
特許第6909917号 乳化組成物、⽔中油型（Ｏ／Ｗ型）乳化組成物、及び化粧料組成物
特許第6912550号 液処理装置および液処理⽅法
特許第6912553号 レーザアブレーションによる⾦属ナノコロイド⽣成⽅法
特許第6912630号 液処理装置および液処理⽅法
特許第6917135号 ⼯作機械
特許第6919857号 洗浄装置
特許第6934091号 洗浄機
特許第6974275号 レーザーポインタ
特許第6974521号 洗浄機
特許第6987730号 ウォータージェットガン装着⽤ノズルカバー
特許第6994099号 ⽳あけ機
特許第6994127号 減圧乾燥機
特許第7000535号 多軸ロボット
特許第7007630号 セルロースナノファイバーを配合した炭素繊維強化プラスチック
特許第7013520号 洗浄⽅法
特許第7016928号 ⽴形⼯作機械及び⼯具交換⽅法
特許第7017656号 洗浄機
特許第7028826号 単軸ロボット
特許第7034352号 ノズル

特許第7034748号
バイオマスナノファイバー乾燥体の製造⽅法およびバイオマスナノ
ファイバー樹脂複合体の製造⽅法

特許第7036873号 バリ取り⼯具及びバリ取り⽅法
特許第7041011号 乾燥機
特許第7051660号 ⼯具管理⽅法および⼯具管理システム
特許第7062121号 液処理装置
特許第7065055号 バリ取り⼯具およびバリ取り⽅法
特許第7068076号 バニシング加⼯装置
特許第7078498号 液中アブレシブ切断装置
特許第7078527号 使⽤済研磨材分離システム
特許第7079812号 ⽳あけ⽅法及び⽳あけ機
特許第7088806号 バリ取り⼯具およびバリ取り⽅法
特許第7117059号 ⾼圧⽔噴射装置および出隅ユニット
特許第7138203号 加⼯⽤機械
特許第7142586号 セルロース繊維乾燥体、セルロース繊維樹脂複合体、成形体
特許第7166192号 ⽔圧シリンダ駆動機構およびその制御⽅法
特許第7174649号 ⾃動拡管装置、⾃動拡管⽅法およびエキスパンダ交換⽅法
特許第7176823号 洗浄装置、及び、対象物の洗浄及び乾燥⽅法
特許第7201856号 回転⼯具
特許第7214811号 タップホルダ



特許第7222958号 研磨ピーニング装置および研磨ピーニング⽅法
特許第7244190号 スリットチャンバーおよび微粒化装置
特許第7260318号 セルロース繊維⽔系分散体
特許第7260612号 処理⼯具
特許第7260691号 乳化組成物、⽔中油型（Ｏ／Ｗ型）乳化組成物、及び化粧料組成物
特許第7263582号 処理⼯具
意匠登録第1334862号 ローラー転圧式鏡⾯仕上げ⼯具
意匠登録第1359393号 ローラー転圧式鏡⾯仕上げ⼯具
意匠登録第1510968号 往復ポンプ
意匠登録第1520091号 往復ポンプ
意匠登録第1524969号 整流器
意匠登録第1527237号 弁座付き逆⽌弁
意匠登録第1552350号 リーマー付きローラー転圧⼯具
意匠登録第1555840号 ローラ転圧式鏡⾯仕上げ⼯具
意匠登録第1572413号 バリ取り機付き洗浄機
意匠登録第1572417号 マシニングセンター
意匠登録第1574642号 ウォータージェット切断機
意匠登録第1574654号 ウォータージェット切断機
意匠登録第1575039号 ポンプ⽤シール部材
意匠登録第1593594号 バニシング⼯具
意匠登録第1614147号 タップ加⼯機付き⽳明け加⼯機
意匠登録第1627918号 レーザーポインタ
意匠登録第1678528号 ねじ加⼯機付き⽳あけ機
意匠登録第1678529号 バリ取り機付き洗浄機
意匠登録第1678531号 乾燥機、バリ取り機付き洗浄機
意匠登録第1681539号 産業⽤ロボット
意匠登録第1686259号 壁⾯洗浄装置⽤吸着パッド
意匠登録第1687344号 乾燥機、バリ取り機付き洗浄機
意匠登録第1695903号 洗浄機⽤ノズル
意匠登録第1695904号 洗浄機⽤ノズル
意匠登録第1706270号 マシニングセンター
意匠登録第1712512号 産業⽤ロボット
意匠登録第1712513号 産業⽤ロボット
意匠登録第1717817号 産業⽤ロボット
意匠登録第1722608号 ⼀組の産業機械器具セット
意匠登録第1722910号 減圧乾燥機
意匠登録第1722947号 バリ取り機付き洗浄機
意匠登録第1722953号 バリ取り⼯具⽤ホルダ
意匠登録第1722954号 バリ取り⼯具⽤ホルダ
意匠登録第1722969号 減圧乾燥機
意匠登録第1723649号 ⼀組の産業⽤機械器具セット
意匠登録第1723650号 ⼀組の産業⽤機械器具セット
意匠登録第1723709号 バリ取り⼯具⽤ホルダ



意匠登録第1723710号 バリ取り⼯具⽤ホルダ
意匠登録第1723711号 バリ取り⼯具⽤ホルダ
意匠登録第1723712号 バリ取り⼯具⽤ホルダ
意匠登録第1724268号 乾燥機、バリ取り機付き洗浄機
意匠登録第1724269号 乾燥機、バリ取り機付き洗浄機
意匠登録第1728574号 洗浄機⽤ノズル
意匠登録第1728575号 洗浄機⽤ノズル
意匠登録第1730550号 バリ取り⽤カッター
意匠登録第1730551号 バリ取り⽤カッター
意匠登録第1730552号 バリ取り⽤カッター
意匠登録第1732476号 スリットチャンバー⽤ノズル
意匠登録第1736216号 ねじ加⼯機付き⽳あけ機
意匠登録第1736266号 ねじ加⼯機付き⽳あけ機
意匠登録第1738805号 産業⽤ロボット
意匠登録第1741470号 減圧乾燥機
実⽤新案登録第3214465号 ⼯作機械
実⽤新案登録第3215817号 ⼯作機械
実⽤新案登録第3224684号 洗浄機
実⽤新案登録第3228691号 配管体
実⽤新案登録第3228843号 洗浄機
実⽤新案登録第3230472号 カバー体
実⽤新案登録第3231582号 内径クランプ
実⽤新案登録第3232213号 搬送装置
実⽤新案登録第3232554号 加圧装置
実⽤新案登録第3232723号 ノズル
実⽤新案登録第3232849号 液処理装置
実⽤新案登録第3232899号 洗浄装置
実⽤新案登録第3233568号 耐圧試験装置
実⽤新案登録第3233687号 ⼯作機械
実⽤新案登録第3236624号 タンク仕切弁の洗浄装置
実⽤新案登録第3239067号 洗浄機
実⽤新案登録第3239970号 ワーク収納ラック
実⽤新案登録第3239973号 減圧乾燥機
実⽤新案登録第3240218号 バリ取り⼯具及びフローター
実⽤新案登録第3240674号 噴射切換装置
実⽤新案登録第3240811号 回収装置
実⽤新案登録第3241407号 太陽光発電モジュールの処理装置


