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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体（６）の片側に設置されて洗浄水が供給される給水管（１）と、
　前記給水管（１）と繋がれて洗浄水を浄水する複数の浄水フィルター（２）と、
　前記浄水フィルター（２）と繋がれて洗浄水を保存する洗浄水タンク（３）と、
　前記洗浄水タンク（３）と繋がれて洗浄水を蒸気に作る蒸気発生器（４）と、
　前記洗浄水タンク（３）および前記蒸気発生器（４）のそれぞれに繋がれ、洗浄時には
前記洗浄水タンク（３）の洗浄水を高圧噴射し、殺菌乾燥時には蒸気発生器（４）の蒸気
を高圧噴射する噴射ポンプ（５）と、
　前記噴射ポンプ（５）と繋がれて高圧噴射される洗浄水に洗浄剤を供給する洗浄剤櫃（
２０）と、
　前記噴射ポンプ（５）と繋がれて高圧噴射される洗浄水を加熱するヒーター（２１）と
、
　前記本体（６）の上部に設置された載置台（７）と、
　前記載置台（７）の上部に複数の行と列に配置されて立設されて、本体（６）の内部に
設置した噴射ライン（８）によって噴射ポンプ（５）と蒸気発生器（４）に繋がれ洗浄し
ようとする複数のコップ（ｃ）の各々の内部に１つずつ位置する複数のコップ内面洗浄ノ
ズル（９）と、
　前記コップ内面洗浄ノズル（９）の各々の外側を囲むように、前記載置台（７）の上面
に固定することなく載せるだけの状態で配置されることによって、前記載置台（７）と分
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離可能であって、洗浄しようとするコップ（ｃ）のサイズに合わせて選択され、取り換え
可能であり、前記複数のコップ（ｃ）に対して１つずつ配置されるコップ受台（１０）と
、
　前記本体（６）の上部に上下一定空間を置いて複数設置されるが噴射ライン（８）と繋
がれるように設置されて、各下側に複数のコップ外面洗浄ノズル（１４）が一定間隔で設
置された複数のコップ外面洗浄ライン（１１）と、
　前記本体（６）の片側に載置台（７）と連通されるように設置された排水管（１２）と
、
　前記本体（６）の上部に設置されて本体（６）の上部を開閉する開閉覆い（１３）とを
、含めて構成されることを特徴としたコップ洗浄装置。
【請求項２】
　前記噴射ポンプ（５）と繋がれた噴射ライン（８）にはヒーター（２１）が設置された
、請求項１に記載のコップ洗浄装置。
【請求項３】
　前記コップ受台（１０）は前記コップ内面洗浄ノズル（９）に外挿される挿入リング（
１５）と、所定高さを有し上部に凹部（１６）が形成され、一端が挿入リング（１５）の
外周に放射状形態にそれぞれ設置された複数の支持竿（１７）と、各支持竿（１７）を連
結固定するように支持竿（１７）の他端に設置された固定リング（１８）で構成された、
請求項１に記載のコップ洗浄装置。
【請求項４】
　前記本体（６）の上部には上下一定空間を置いて複数の紫外線ランプ（２２）が一定間
隔で設置された、請求項１に記載のコップ洗浄装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコップ洗浄装置に関し、より詳細には本体に多量に載せ置かれるコップの内外
面が高圧噴射される浄水された洗浄水で洗浄された後高圧噴射される高温の蒸気とともに
紫外線で殺菌及び乾燥する構造に構成され、一度に多量のコップを迅速できれいに洗浄す
ることができるようになることによって、食堂や家庭でコップ洗浄のための時間と手数を
大きく減らすことができるしコップの衛生状態も清潔にできるようにしたコップ洗浄装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に食堂や家庭で水や飲み物を飲む時はコップを使う。このようなコップは多様な
形象を有するが、通常的に内部が深くて入口に行くほど広くなる形象を持つので水や飲み
物を入れて飲むことがとても容易である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしこのようなコップを洗浄する時はその形象のため直接手で洗浄しなければならな
かった。これはコップの内部が深いから手をその内部に入れて洗浄しなければきれいに洗
浄することができないからである。
【０００４】
　又コップの洗浄の時お皿などの食器を洗浄する目的に開発された食器洗浄機を使っても
コップが食器洗浄機内部に正しく或いは覆して置かれるのでコップの内外面がまともに洗
浄されることができなかった。
【０００５】
　したがって多い量のコップを洗浄する時いちいち手で洗浄しなければならないのでコッ
プ洗浄に多い時間と労動力が必要となるしかなかった。食堂ではお客の数程洗浄するコッ
プが発生するのでコップ洗浄に必要となる時間と労動力はより増大された。
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【０００６】
　これによって家庭や食堂でコップの洗浄による時間と労動力を節減できるように食器洗
浄機のような一度に多量のコップを自動で洗浄する装置の開発が切実に要求された。それ
で多量のコップを自動洗浄するための多様な種類のコップ洗浄装置が開発された。
【０００７】
　しかし上記の　従来のコップ洗浄装置は大部分水の流れによって発生される水力による
摩擦力を利用してコップを洗浄する構造なので、コップの内外面がまともに洗浄されない
問題点が以前としてあった。
【０００８】
　また、従来のコップ洗浄装置は、大部分はコップを洗浄する時使われる洗浄水が浄水さ
れない水道水をそのまま利用する構造なので、洗浄されたコップの清潔が保障されない非
衛生的な問題点もあった。
【０００９】
　そのため本発明は上記の従来のコップ洗浄装置の持つ問題点を解消するよう　コップの
内外面を清潔に洗浄することができ、きれいな状態の洗浄水でコップを洗浄することがで
きる構造を持ったコップ洗浄装置を提供するにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は上記のような問題点を解消するために発明されたことで、多量のコップをきれ
いに自動洗浄できるようにすることで家庭や食堂でコップ洗浄に時間と手数を減らすこと
ができるしコップの衛生状態を清潔にできるようにするために、本体の片側に設置されて
洗浄水が供給される給水管と、上記給水管と繋がれて洗浄水を浄水する複数の浄水フィル
ターと、上記浄水フィルターと繋がれて洗浄水を保存する洗浄水タンクと、上記洗浄水タ
ンクと繋がれて洗浄水を蒸気に作る蒸気発生器と、上記洗浄水タンクおよび上記蒸気発生
器のそれぞれに繋がれ、洗浄時には上記洗浄水タンクの洗浄水を高圧噴射し、殺菌乾燥時
には蒸気発生器の蒸気を高圧噴射する噴射ポンプと、上記噴射ポンプと繋がれて高圧噴射
される洗浄水に洗浄剤を供給する洗浄剤櫃と、上記噴射ポンプと繋がれて高圧噴射される
洗浄水を加熱するヒーターと、上記本体の上部に設置された載置台と、上記載置台の上部
に複数の行と列に配置されて立設され、本体の内部に設置した噴射ラインによって噴射ポ
ンプと蒸気発生器に繋がれ洗浄しようとする複数のコップの各々の内部に位置する複数の
コップ内面洗浄ノズルと、上記コップの各々の外側を囲むように、上記載置台の上面に固
定することなく載せるだけの状態で配置されることによって、前記載置台と分離可能であ
って、洗浄しようとするコップのサイズに合わせて選択され、取り換え可能であるコップ
受け台と；上記本体の上部に上下一定空間を置いて複数設置されるが噴射ラインと繋がれ
るように設置されて、各下側に複数の外面洗浄ノズルが一定間隔に設置された複数のコッ
プ外面洗浄ラインと、上記本体の片側に載置台と連通されるように設置された排水管と、
上記本体の上部に設置されて本体の上部を開閉する開閉覆いとを、含めて構成されること
を特徴としたコップ洗浄装置を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は一度に多量のコップを自動で洗浄するがコップの内外面を浄水フィルターで浄
水した洗浄水できれいに洗浄し、洗浄されたコップを高温の蒸気と紫外線で殺菌乾燥する
ことで、家庭や食堂でコップ洗浄による時間と手数を大きく減らすことができ　コップの
衛生状態をより清潔にできる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の垂直断面図である。
【図２】図１の”Ａ－Ａ”線の断面図である。
【図３】本発明の平面図である。
【図４】本発明のコップ受け台に対する平面図である。
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【図５】本発明のコップ受け台にコップが載せ置かれた状態の垂直断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下本発明の望ましい実施例を添付の図面を参照して詳細に説明すると次の通りである
。
【００１４】
　本発明のコップ洗浄装置（１００）は本体（６）の片側に設置されて洗浄水が供給され
る給水管（１）と、上記給水管（１）と繋がれて洗浄水を浄水する複数の浄水フィルター
（２）と、浄水フィルター（２）と繋がれて洗浄水を保存する洗浄水タンク（３）と、上
記洗浄水タンク（３）と繋がれて洗浄水を蒸気に作る蒸気発生器（４）と、上記洗浄水タ
ンク（３）および上記蒸気発生器（４）のそれぞれに繋がれ、洗浄時には上記洗浄水タン
ク（３）の洗浄水を高圧噴射し、殺菌乾燥時には蒸気発生器（４）の蒸気を高圧噴射する
噴射ポンプ（５）と、上記噴射ポンプ（５）と繋がれて高圧噴射される洗浄水に洗浄剤を
供給する洗浄剤櫃（２０）と、上記噴射ポンプ（５）と繋がれて高圧噴射される洗浄水を
加熱するヒーター（２１）と、上記本体（６）の上部に設置された載置台（７）と、上記
載置台（７）の上部に複数の行と列に配置されて立設されて、本体（６）の内部に設置し
た噴射ライン（８）によって噴射ポンプ（５）と蒸気発生器（４）に繋がれ洗浄しようと
する複数のコップ（ｃ）の各々の内部に位置する複数のコップ内面洗浄ノズル（９）と、
上記コップ（ｃ）の各々の外側を囲むように、上記載置台（７）の上面に固定することな
く載せるだけの状態で配置されることによって、上記載置台（７）と分離可能であって、
洗浄しようとするコップ（ｃ）のサイズに合わせて選択され、取り換え可能であるコップ
受け台（１０）と、上記本体（６）の上部に上下一定空間を置いて複数設置されるが噴射
ライン（８）と繋がれるように設置されて、各下側に複数のコップ外面洗浄ノズル（１４
）が一定間隔で設置された複数のコップ外面洗浄ライン（１１）と、上記本体（６）の片
側に載置台（７）と連通されるように設置された排水管（１２）と、上記本体（６）の上
部に設置されて本体（６）の上部を開閉する開閉覆い（１３）を、含めて構成されること
を特徴とする。
【００１５】
　上記噴射ポンプ（５）と繋がれた噴射ライン（８）には噴射ポンプ（５）によって高圧
噴射される洗浄水を加熱するヒーター（２１）が連結設置されている。
【００１６】
　上記本体（６）の上部にはコップ（Ｃ）を紫外線殺菌処理をするために上下一定空間を
置いて複数の紫外線ランプ（２２）が一定間隔で設置されている。上記コップ受け台（１
０）はコップ内面洗浄ノズル（９）に外挿される挿入リング（１５）の外周に放射状形態
にそれぞれ設置された複数の支持竿（１７）と、各支持竿（１７）を連結固定するように
支持竿（１７）の他端に設置された固定リング（１８）とで構成されている。この時上記
コップ受台（１０）はコップ（Ｃ）の大きさによって入れ替えが可能になるように多様な
大きさで構成されている。
【００１７】
　上記開閉覆い（１３）には一つ以上の透視窓（１９）が設置されている。そして図示し
なかったが本体（６）の片側には洗浄時間、噴射圧力などを制御するためのスイッチが設
置されている。
【００１８】
　このように構成された本発明のコップ洗浄装置（１００）は家庭や食堂で使うプラスチ
ックや硝子などでできたコップ（Ｃ）を高圧で噴射される洗浄水を通じて自動で洗浄し洗
浄されたコップ（Ｃ）を高圧の蒸気と紫外線で殺菌乾燥する装置である。
【００１９】
　特に、本発明のコップ洗浄装置（１００）は一度の作動で多量のコップ（Ｃ）をきれい
に浄水された洗浄水で洗浄するが、コップ（Ｃ）の内面と外面皆をきれいに洗浄するよう
にしたことが大きい特徴である。
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【００２０】
　これは図１ないし図３に図示されたところのように、開閉覆い（１３）によって上部が
密閉される本体（６）に浄水フィルター（２）と洗浄水タンク（３）と洗浄剤櫃（２０）
と噴射ポンプ（５）とヒーター（２１）及び蒸気発生器（４）が内設されて、本体（６）
の上部にコップ（Ｃ）を載せ置きする載置台（７）が設置さ共にコップ（Ｃ）の内面を高
圧の洗浄水及び高圧の蒸気で洗浄及び殺菌乾燥する複数のコップ内面洗浄ノズル（９）が
設置され、本体（６）の上部にコップ（Ｃ）の外面を高圧の洗浄水及び高圧の蒸気で洗浄
及び殺菌乾燥する複数のコップ外面洗浄ノズル（１４）とともに紫外線ランプ（２２）が
設置されて、本体（６）の片本側に洗浄水を供給及び排出する給水管（１）及び排水管（
１２）が設置された構造によって達成される。
【００２１】
　すなわち、コップ（Ｃ）を所定高さに支持しておいた状態でコップ（Ｃ）の内外部から
高圧で噴射される浄水された洗浄水を利用してコップ（Ｃ）の内外面を洗浄した後コップ
（Ｃ）の内外部から高圧で噴射される浄水された蒸気を利用しコップ（Ｃ）の内外面を殺
菌消毒する構造によるものである。
【００２２】
　したがって従来と異なって洗浄水の流れに依存せず載せ置かれたコップ（Ｃ）の数に対
応する数で構成したコップ内面洗浄ノズル（９）を通じてそれぞれのコップ（Ｃ）の内面
をきれいに洗浄でき、コップ（Ｃ）の外面もコップ外面洗浄ノズル（１４）を通じてきれ
いに洗浄できる。
【００２３】
　　なお浄水されない洗浄水をそのまま使っていた従来と違って、浄水フィルター（２）
によって段階的に浄水された洗浄水を使うことによってコップ（Ｃ）をより効果的に洗浄
できる。
【００２４】
　また、洗浄されたコップ（Ｃ）はコップ内面洗浄ノズル（９）とコップ外面洗浄ノズル
（１４）から高圧で噴射される蒸気とともに紫外線ランプ（２２）から放射される紫外線
によって内外面が殺菌乾燥するによって、コップ（Ｃ）の衛生状態をより清潔にできる。
ここで上記の作用を作動過程を通じて詳細に説明すると次の通りである。
【００２５】
　先ず、作動に先立ってコップ（Ｃ）載置台（７）に乗せるためには本体（６）の開閉覆
い（１３）を開けて本体（６）の上部を開放させる。それから載置台（７）に設置された
各コップ内面洗浄ノズル（９）の外側に置かれたコップ受台（１０）の上部に洗浄しよう
とするコップ（Ｃ）を逆に覆した状態で一つずつ載せればいい。図示されたところのよう
に凹部（１６）が形成されているのでコップ（Ｃ）の周縁部が凹部（１６）に位置される
ようにしてコップ（Ｃ）が遊動されなくなる。
【００２６】
　なお、コップ受台（１０）はコップ（Ｃ）の大きさによって入れ替えが可能になるよう
に大きさ別で多様に構成されているので、洗浄しようとするコップ（Ｃ）の大きさにあう
ように入れ替えて使えば良い。
【００２７】
　それからコップ（Ｃ）を載置台（７）に乗せた状態で開閉覆い（１３）を閉めて本体（
６）の上部を密閉させた後本体（６）の片側に設けられたスイッチを操作してコップ洗浄
装置（１００）を作動させる。
【００２８】
　上記のようにコップ洗浄装置（１００）が作動すると、洗浄水タンク（３）の浄水され
た洗浄水は洗浄剤櫃（２０）から供給される洗浄剤とともに噴射ポンプ（５）の作動によ
って噴射ライン（８）に付いて押送されながらそれぞれのコップ内面洗浄ノズル（９）と
コップ外面洗浄ノズル（１４）かれを通じて載置台（７）に載せ置かれたコップ（Ｃ）に
向けて高圧噴射される。したがって受台（１０）に置かれたすべてのコップ（Ｃ）の内外
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玉形態に噴射されることによってコップ（Ｃ）の内外面をよりきれいに洗浄することがで
きる。
【００２９】
　この時噴射ポンプ（５）と繋がれた噴射ライン（８）に設置されたヒーター（２１）を
作動させると、洗浄水が加熱された状態で高圧噴射されるので洗浄効果をより高めること
ができるが、特にコップ（Ｃ）が油気で汚染した場合油気をすっきりとり除くことができ
る。
【００３０】
　そして洗浄水は浄水フィルター（２）によってきれいに浄水された状態なのでコップ（
Ｃ）をより一層きれいに洗浄することができる。ここでコップ（Ｃ）に噴射された後載置
台（７）の上に落ちる洗浄水は排水管（１２）を通じて外部へ排出される。
【００３１】
　上記の如くコップ（Ｃ）の洗浄が完了すると蒸気発生器（４）が駆動されて作られた蒸
気は噴射ポンプ（５）の作動によって噴射ライン（８）に付いて押送されながらそれぞれ
のコップ内面洗浄ノズル（９）とコップ外面洗浄ノズル（１４）を通じて載置台（７）に
載せ置かれたコップ（Ｃ）へ向けて高圧噴射される。

【００３２】
　したがってすべてのコップ（Ｃ）の内外面は高圧の蒸気によって殺菌乾燥する。この時
高圧の蒸気でコップ（Ｃ）を殺菌乾燥するにことよってコップ（Ｃ）に残存する有害な細
菌や病菌をとり除くことでコップ（Ｃ）の衛生状態を清潔にできる。
【００３３】
　そればかりでなく本体（６）の上部に設置された複数の紫外線ランプ（２２）も作動し
ながら蒸気で殺菌乾燥したコップ（Ｃ）はまた紫外線による殺菌処理が再び成り立つこと
によってコップ（Ｃ）に残存する有害な細菌や病菌を完全にとり除いてコップ（Ｃ）の衛
生状態をより清潔にできる。
【００３４】
　ここで開閉覆い（１３）には一つ以上の透視窓（１９）が設置されているので本体（６
）の上部を覗き見られてコップ（Ｃ）の洗浄過程を肉眼で確認することができる。
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