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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
本体および前記本体の中に設置される操作チャンバを含み、前記操作チャンバの右側端壁
の中には外部と連通している置き孔が設置され、前記操作チャンバの中にはスライド枠が
スライドできるように設置され、前記スライド枠の底壁の中には回転枠が回転できるよう
に設置され、前記回転枠底壁の中には中心対称の四組のゴブレット枠が回転できるように
設置され、前記ゴブレット枠の中には固定孔が設置され、前記操作チャンバの頂壁の中に
は伝動チャンバが設置され、前記伝動チャンバの中にはねじ山スリーブが回転できるよう
に設置され、前記ねじ山スリーブの底壁の中には下に開口したねじ山孔が設置され、前記
ねじ山孔の中には前記回転枠と固定的に連結されているねじ山ロッドがねじ山により連結
され、前記伝動チャンバの中にある前記ねじ山スリーブの外表面には第一傘歯車が固定的
に設置され、前記伝動チャンバの左側端壁の中には第一カムチャンバが設置され、前記第
一カムチャンバと前記伝動チャンバとの間には第一回転軸が回転できるように設置され、
前記伝動チャンバの中にある前記第一回転軸の末端には前記第一傘歯車と噛み合っている
第二傘歯車が固定的に設置され、前記第一カムチャンバの中にある前記第一回転軸の末端
と前記第一カムチャンバの左側端壁の中に固定的に設置される第一モーターとが伝動でき
るように連結され、前記第一カムチャンバの中にある第一回転軸の外表面には第一カムが
固定的に設置され、前記操作チャンバの左側端壁の中にはファンチャンバが設置され、前
記ファンチャンバの左側端壁の中は切替えチャンバが設置され、前記切替えチャンバと前
記ファンチャンバとの間には第二回転軸が回転できるように設置され、前記ファンチャン
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バの中にある前記第二回転軸の末端にはファンが固定的に設置され、前記切替えチャンバ
の中にある第二回転軸の末端には第三傘歯車が固定的に設置され、前記切替えチャンバの
左側端壁の中にはスライドチャンバが設置され、前記スライドチャンバの中にはスライド
ブロックがスライドできるように設置され、前記スライドブロックの右側端壁の中には第
二モーターが設置され、前記第二モーターの出力軸右端の末端には第四傘歯車が固定的に
設置され、前記スライドチャンバと前記第一カムチャンバとの間には第一スライド孔が連
通し設置され、前記第一スライド孔の中には前記スライドブロックと固定的に連結されて
いる第一スライドロッドがスライドできるように設置され、前記第一スライドロッドと前
記第一スライド孔の端壁との間にはリセット装置が弾性的に設置され、前記操作チャンバ
の底壁の中には外部と連通している廃液孔が設置され、前記スライドブロックが上に移動
し、それにより前記第四傘歯車を上下に移動連動させ動力を切り替え、
前記操作チャンバの底壁の中にはベルトチャンバが設置され、前記ベルトチャンバと前記
操作チャンバとの間には第三回転軸が回転できるように設置され、前記操作チャンバに中
にある第三回転軸の外表面には第一歯車と前記第一歯車の上方に位置している回転盤が固
定的に設置され、前記ベルトチャンバの中にある前記第三回転軸の外表面には第一プーリ
が固定的に設置され、前記第三回転軸の中には排水管が回転できるように設置され、前記
排水管の外表面にはノズルが固定的に設置され、前記ベルトチャンバの下側壁の中には第
二カムチャンバとピストンチャンバが設置され、前記第二カムチャンバと前記切替えチャ
ンバとの間には第四回転軸が回転できるように設置され、前記切替えチャンバの中にある
前記第四回転軸の末端には第五傘歯車が固定的に設置され、前記ベルトチャンバの中にあ
る前記第四回転軸の外表面には第二プーリが固定的に設置され、前記第二プーリと前記第
一プーリとの間がベルトにより伝動できるように連結し、前記第二カムチャンバの中にあ
る前記第四回転軸の末端には第二カムが固定的に設置され、前記第二カムチャンバと前記
ピストンチャンバとの間には第二スライド孔が連通し設置され、前記第二スライド孔の中
には末端にピストンが固定的に設置される第二スライドロッドがスライドできるように設
置され、前記ピストンと前記ピストンチャンバとの右側端壁との間には第一バネが弾性的
に設置され、前記ピストンチャンバの底壁の中には外部と連通している給水管が設置され
、前記排水管の中には前記ピストンチャンバと連通している連通孔が設置され、前記ピス
トンが移動し水を前記ノズルから噴き出し、ゴブレットを洗い流し、
前記回転盤の中には中心対称に設置される第五回転軸が回転できように設置され、前記第
五回転軸の底部末端には第二歯車が固定的に設置され、前記操作チャンバの端壁には前記
第二歯車と噛み合っているリングギヤが設置され、前記第五回転軸の外表面には押しブロ
ックがスライドできるように設置され、前記押しブロックと前記第五回転軸の端壁との間
には第二ばねが弾性的に設置され、前記押しブロックの外表面には四組の連結ロッドが中
心対称的に設置され、前記連結ロッドにはヒンジロッドがヒンジにより連結され、前記ヒ
ンジロッドの底部が前記第五回転軸にヒンジにより連結され、前記モーターが起動し回転
し前記第四傘歯車を回転連動させ、それにより前記ゴブレットを自転連動させると同時に
第三回転軸を中心に周転連動させ、
前記第二モーターが起動回転し前記第四傘歯車を回転連動させ、それにより前記第二プー
リと、前記第一プーリと、前記第一歯車および前記回転盤を回転連動させ、それにより前
記ゴブレットを自転連動させると同時に前記第三回転軸を中心に周転連動させ、同時に前
記第二カムが回転し前記第二スライドロッドを押圧し左右に移動させ、それにより前記ピ
ストンを移動連動させ、前記ピストンが移動し水を前記ノズルから噴き出し、前記ゴブレ
ットを洗い流し、洗い流した後に、前記第一モーターが起動し回転し前記第一カムおよび
前記第二傘歯車を回転連動させ、それにより前記第一傘歯車を回転連動させ、それにより
固定枠を上に移動連動させ、それにより前記ゴブレットを上に移動連動させ、その時押し
ロッドが当接を失い上に移動し前記連結ロッドを上に移動連動させ、それにより前記連結
ロッドが前記ゴブレットの内壁と当接しなくなることを実現し、同時に前記第一カムが回
転し、前記第一スライドロッドが上に移動し、それにより前記スライドブロックを上に移
動連動させ、その時前記第四傘歯車が前記第三傘歯車と噛み合い、その時前記第二モータ
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ーが起動し回転し前記第四傘歯車を回転連動させ、それにより前記第三傘歯車および前記
ファンを回転連動させ、それにより前記ゴブレットの表面にある液体をより速く蒸発乾燥
連動させ、前記ゴブレットのクリーニングを完成することを特徴とするゴブレットクリー
ニング設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はコップクリーニング分野に関わり、具体的にはゴブレットクリーニング設備であ
る。
【背景技術】
【０００２】
人々はゴブレットをクリーニングする時、いつもゴブレットの形のため、洗いにくく、ゴ
ブレットの数量が大きい時、クリーニング効率が低く、伝統的なクリーニング設備はゴブ
レットをしっかり固定していないので、ゴブレットが壊れやすく、したがって、これらの
問題を解決するためには、ゴブレットクリーニング設備が必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】中国特許出願公開第１０７９９７７１１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明はゴブレットクリーニング設備を提供し、既存技術にある上記の欠点を解消するこ
とを目的とする。
【０００５】
本発明のゴブレットクリーニング設備は、本体および前記本体の中に設置される操作チャ
ンバを含み、前記操作チャンバの右側端壁の中には外部と連通している置き孔が設置され
、前記操作チャンバの中にはスライド枠がスライドできるように設置され、前記スライド
枠の底壁の中には回転枠が回転できるように設置され、前記回転枠底壁の中には中心対称
の四組のゴブレット枠が回転できるように設置され、前記ゴブレット枠の中には固定孔が
設置され、前記操作チャンバの頂壁の中には伝動チャンバが設置され、前記伝動チャンバ
の中にはねじ山スリーブが回転できるように設置され、前記ねじ山スリーブの底壁の中に
は下に開口したねじ山孔が設置され、前記ねじ山孔の中には前記回転枠と固定的に連結さ
れているねじ山ロッドがねじ山により連結され、前記伝動チャンバの中にある前記ねじ山
スリーブの外表面には第一傘歯車が固定的に設置され、前記伝動チャンバの左側端壁の中
には第一カムチャンバが設置され、前記第一カムチャンバと前記伝動チャンバとの間には
第一回転軸が回転できるように設置され、前記伝動チャンバの中にある前記第一回転軸の
末端には前記第一傘歯車と噛み合っている第二傘歯車が固定的に設置され、前記第一カム
チャンバの中にある前記第一回転軸の末端と前記第一カムチャンバの左側端壁の中に固定
的に設置される第一モーターとが伝動できるように連結され、前記第一カムチャンバの中
にある第一回転軸の外表面には第一カムが固定的に設置され、前記操作チャンバの左側端
壁の中にはファンチャンバが設置され、前記ファンチャンバの左側端壁の中は切替えチャ
ンバが設置され、前記切替えチャンバと前記ファンチャンバとの間には第二回転軸が回転
できるように設置され、前記ファンチャンバの中にある前記第二回転軸の末端にはファン
が固定的に設置され、前記切替えチャンバの中にある第二回転軸の末端には第三傘歯車が
固定的に設置され、前記切替えチャンバの左側端壁の中にはスライドチャンバが設置され
、前記スライドチャンバの中にはスライドブロックがスライドできるように設置され、前
記スライドブロックの右側端壁の中には第二モーターが設置され、前記第二モーターの出
力軸右端の末端には第四傘歯車が固定的に設置され、前記スライドチャンバと前記第一カ
ムチャンバとの間には第一スライド孔が連通し設置され、前記第一スライド孔の中には前
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記スライドブロックと固定的に連結されている第一スライドロッドがスライドできるよう
に設置され、前記第一スライドロッドと前記第一スライド孔の端壁との間にはリセット装
置が弾性的に設置され、前記操作チャンバの底壁の中には外部と連通している廃液孔が設
置され、前記スライドブロックが上に移動し、それにより前記第四傘歯車を上下に移動連
動させ動力を切り替える。
【０００６】
有益的には、前記操作チャンバの底壁の中にはベルトチャンバが設置され、前記ベルトチ
ャンバと前記操作チャンバとの間には第三回転軸が回転できるように設置され、前記操作
チャンバに中にある第三回転軸の外表面には第一歯車と前記第一歯車の上方に位置してい
る回転盤が固定的に設置され、前記ベルトチャンバの中にある前記第三回転軸の外表面に
は第一プーリが固定的に設置され、前記第三回転軸の中には排水管が回転できるように設
置され、前記排水管の外表面にはノズルが固定的に設置され、前記ベルトチャンバの下側
壁の中には第二カムチャンバとピストンチャンバが設置され、前記第二カムチャンバと前
記切替えチャンバとの間には第四回転軸が回転できるように設置され、前記切替えチャン
バの中にある前記第四回転軸の末端には第五傘歯車が固定的に設置され、前記ベルトチャ
ンバの中にある前記第四回転軸の外表面には第二プーリが固定的に設置され、前記第二プ
ーリと前記第一プーリとの間がベルトにより伝動できるように連結し、前記第二カムチャ
ンバの中にある前記第四回転軸の末端には第二カムが固定的に設置され、前記第二カムチ
ャンバと前記ピストンチャンバとの間には第二スライド孔が連通し設置され、前記第二ス
ライド孔の中には末端にピストンが固定的に設置される第二スライドロッドがスライドで
きるように設置され、前記ピストンと前記ピストンチャンバとの右側端壁との間には第一
バネが弾性的に設置され、前記ピストンチャンバの底壁の中には外部と連通している給水
管が設置され、前記排水管の中には前記ピストンチャンバと連通している連通孔が設置さ
れ、前記ピストンが移動し水を前記ノズルから噴き出し、ゴブレットを洗い流す。
【０００７】
有益的には、前記回転盤の中には中心対称に設置される第五回転軸が回転できように設置
され、前記第五回転軸の底部末端には第二歯車が固定的に設置され、前記操作チャンバの
端壁には前記第二歯車と噛み合っているリングギヤが設置され、前記第五回転軸の外表面
には押しブロックがスライドできるように設置され、前記押しブロックと前記第五回転軸
の端壁との間には第二ばねが弾性的に設置され、前記押しブロックの外表面には四組の連
結ロッドが中心対称的に設置され、前記連結ロッドにはヒンジロッドがヒンジにより連結
され、前記ヒンジロッドの底部が前記第五回転軸にヒンジにより連結され、前記モーター
が起動し回転し前記第四傘歯車を回転連動させ、それにより前記ゴブレットを自転連動さ
せると同時に第三回転軸を中心に周転連動させる。
【発明の効果】
【０００８】
発明の設備はゴブレットをクリーニング連動させることができ、同時にクリーニングした
後に風を利用し急速に乾燥し、ゴブレットのクリーニング効率を高め、同時にゴブレット
を固定でき割れを避け、実用性が高い。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
本発明の実施例また既存の技術の中の技術方案をもっとはっきり説明するため、下記に実
施例また既存の技術の説明の中に使用する必要がある附図に簡単な紹介を行って、一目で
わかることは下記の説明の中の附図はただ本発明のいくつかの実施例で、本領域の普通技
術者にとって、創造的な労働を払わないことを前提に、これらの附図に基づいてそのほか
の附図を得ることができる。
【００１０】
【図１】図１は本発明のゴブレットクリーニング設備の全体構成概略図
【図２】図２は図１の中のＡの拡大構成概略図
【図３】図３は図１の中のＢの拡大構成概略図
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【図４】図４は図１の中のＣの拡大構成概略図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
本発明書に開示した全ての特徴、或いは開示した全ての方法、過程中のステップは、互い
に排斥する特徴或いはステップ以外に、いかなる方式で組み合わせることができる。
【００１２】
下記図１－４を合わせて、本発明を詳しく説明します。意思の疎通がもっと便利にするた
め、後文に言及した方位に対して以下の規定を定める：後文に言い及ぶ上下左右前後の方
向は図１自体投影関係の上下左右前後の方向と一致している。
【００１３】
図１－４を参考し、本発明のゴブレットクリーニング設備は、本体１０および前記本体１
０の中に設置される操作チャンバ２８を含み、前記操作チャンバ２８の右側端壁の中には
外部と連通している置き孔２７が設置され、前記操作チャンバ２８の中にはスライド枠２
６がスライドできるように設置され、前記スライド枠２６の底壁の中には回転枠２５が回
転できるように設置され、前記回転枠２５底壁の中には中心対称の四組のゴブレット枠２
４が回転できるように設置され、前記ゴブレット枠２４の中には固定孔２３が設置され、
前記操作チャンバ２８の頂壁の中には伝動チャンバ３１が設置され、前記伝動チャンバ３
１の中にはねじ山スリーブ３４が回転できるように設置され、前記ねじ山スリーブ３４の
底壁の中には下に開口したねじ山孔３３が設置され、前記ねじ山孔３３の中には前記回転
枠２５と固定的に連結されているねじ山ロッド２９がねじ山により連結され、前記伝動チ
ャンバ３１の中にある前記ねじ山スリーブ３４の外表面には第一傘歯車３０が固定的に設
置され、前記伝動チャンバ３１の左側端壁の中には第一カムチャンバ１１が設置され、前
記第一カムチャンバ１１と前記伝動チャンバ３１との間には第一回転軸１３が回転できる
ように設置され、前記伝動チャンバ３１の中にある前記第一回転軸１３の末端には前記第
一傘歯車３０と噛み合っている第二傘歯車３２が固定的に設置され、前記第一カムチャン
バ１１の中にある前記第一回転軸１３の末端と前記第一カムチャンバ１１の左側端壁の中
に固定的に設置される第一モーター６８とが伝動できるように連結され、前記第一カムチ
ャンバ１１の中にある第一回転軸１３の外表面には第一カム１２が固定的に設置され、前
記操作チャンバ２８の左側端壁の中にはファンチャンバ４１が設置され、前記ファンチャ
ンバ４１の左側端壁の中は切替えチャンバ３６が設置され、前記切替えチャンバ３６と前
記ファンチャンバ４１との間には第二回転軸３８が回転できるように設置され、前記ファ
ンチャンバ４１の中にある前記第二回転軸３８の末端にはファン３５が固定的に設置され
、前記切替えチャンバ３６の中にある第二回転軸３８の末端には第三傘歯車３７が固定的
に設置され、前記切替えチャンバ３６の左側端壁の中にはスライドチャンバ１８が設置さ
れ、前記スライドチャンバ１８の中にはスライドブロック１７がスライドできるように設
置され、前記スライドブロック１７の右側端壁の中には第二モーター４０が設置され、前
記第二モーター４０の出力軸右端の末端には第四傘歯車３９が固定的に設置され、前記ス
ライドチャンバ１８と前記第一カムチャンバ１１との間には第一スライド孔１５が連通し
設置され、前記第一スライド孔１５の中には前記スライドブロック１７と固定的に連結さ
れている第一スライドロッド１４がスライドできるように設置され、前記第一スライドロ
ッド１４と前記第一スライド孔１５の端壁との間にはリセット装置１６が弾性的に設置さ
れ、前記操作チャンバ２８の底壁の中には外部と連通している廃液孔１９が設置され、前
記スライドブロック１７が上に移動し、それにより前記第四傘歯車３９を上下に移動連動
させ動力を切り替える。
【００１４】
有益的には、前記操作チャンバ２７の底壁の中にはベルトチャンバ５７が設置され、前記
ベルトチャンバ５７と前記操作チャンバ２７との間には第三回転軸５４が回転できるよう
に設置され、前記操作チャンバ２７に中にある第三回転軸５４の外表面には第一歯車５３
と前記第一歯車５３の上方に位置している回転盤２０が固定的に設置され、前記ベルトチ
ャンバ５７の中にある前記第三回転軸５４の外表面には第一プーリ５６が固定的に設置さ
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れ、前記第三回転軸５４の中には排水管５５が回転できるように設置され、前記排水管５
５の外表面にはノズル２１が固定的に設置され、前記ベルトチャンバ５７の下側壁の中に
は第二カムチャンバ６５とピストンチャンバ６１が設置され、前記第二カムチャンバ６５
と前記切替えチャンバ３６との間には第四回転軸４３が回転できるように設置され、前記
切替えチャンバ３６の中にある前記第四回転軸４３の末端には第五傘歯車４２が固定的に
設置され、前記ベルトチャンバ５７の中にある前記第四回転軸４３の外表面には第二プー
リ６６が固定的に設置され、前記第二プーリ６６と前記第一プーリ５６との間がベルト５
０により伝動できるように連結し、前記第二カムチャンバ６５の中にある前記第四回転軸
４３の末端には第二カム６７が固定的に設置され、前記第二カムチャンバ６５と前記ピス
トンチャンバ６１との間には第二スライド孔６３が連通し設置され、前記第二スライド孔
６３の中には末端にピストン６２が固定的に設置される第二スライドロッド６４がスライ
ドできるように設置され、前記ピストン６２と前記ピストンチャンバ６１との右側端壁と
の間には第一バネ５９が弾性的に設置され、前記ピストンチャンバ６１の底壁の中には外
部と連通している給水管６０が設置され、前記排水管５５の中には前記ピストンチャンバ
６１と連通している連通孔５８が設置され、前記ピストン６２が移動し水を前記ノズル２
１から噴き出し、ゴブレットを洗い流す。
【００１５】
有益的には、前記回転盤２０の中には中心対称に設置される第五回転軸４６が回転できよ
うに設置され、前記第五回転軸４６の底部末端には第二歯車５２が固定的に設置され、前
記操作チャンバ２８の端壁には前記第二歯車５２と噛み合っているリングギヤ５１が設置
され、前記第五回転軸４６の外表面には押しブロック４４がスライドできるように設置さ
れ、前記押しブロック４４と前記第五回転軸４６の端壁との間には第二ばね４８が弾性的
に設置され、前記押しブロック４４の外表面には四組の連結ロッド４７が中心対称的に設
置され、前記連結ロッド４７にはヒンジロッド４９がヒンジにより連結され、前記ヒンジ
ロッド４９の底部が前記第五回転軸４６にヒンジにより連結され、前記モーター４０が起
動し回転し前記第四傘歯車３９を回転連動させ、それにより前記ゴブレットを自転連動さ
せると同時に第三回転軸５４を中心に周転連動させる。
【００１６】
下記、図１－４を参考し、本発明のゴブレットクリーニング設備の具体な構造によって作
業プロセスを詳しく紹介する。
【００１７】
第二モーター４０が起動回転し第四傘歯車３９を回転連動させ、それにより第二プーリ６
６と、第一プーリ５６と、第一歯車５２および回転盤２０を回転連動させ、それによりゴ
ブレットを自転連動させると同時に第三回転軸５４を中心に周転連動させ、同時に第二カ
ム６７が回転し第二スライドロッド６４を押圧し左右に移動させ、それによりピストン６
２を移動連動させ、ピストン６２が移動し水をノズル２１から噴き出し、ゴブレットを洗
い流し、洗い流した後に、第一モーター６８が起動し回転し第一カム１２および第二傘歯
車３２を回転連動させ、それにより第一傘歯車３０を回転連動させ、それにより固定枠２
６を上に移動連動させ、それによりゴブレットを上に移動連動させ、その時押しロッド４
４が当接を失い上に移動し連結ロッド４７を上に移動連動させ、それにより連結ロッド４
７がゴブレットの内壁と当接しなくなることを実現し、同時に第一カム１２が回転し、第
一スライドロッド１４が上に移動し、それによりスライドブロック１７を上に移動連動さ
せ、その時第四傘歯車３９が第三傘歯車３７と噛み合い、その時第二モーター４０が起動
し回転し第四傘歯車３９を回転連動させ、それにより第三傘歯車３７およびファン３５を
回転連動させ、それによりゴブレットの表面にある液体をより速く蒸発乾燥連動させ、ゴ
ブレットのクリーニングを完成する。
【００１８】
以上の詳しい分析により見つけ：本発明の設備はゴブレットをクリーニング連動させるこ
とができ、同時にクリーニングした後に風を利用し急速に乾燥し、ゴブレットのクリーニ
ング効率を高め、同時にゴブレットを固定でき割れを避け、実用性が高い。
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【００１９】
以上に述べたのはただ本発明の具体的な実施方式で、しかし本発明の保護範囲はここに限
らないである。全部の創造的な労働を通じなく思いついた変化と取替は本発明の保護範囲
にカバーされる。だから本発明の保護範囲は権利要求書が限定される保護範囲を標準とす
る。
【要約】
【課題】本発明はゴブレットクリーニング設備を開示した。
【解決手段】本体および前記本体の中に設置される操作チャンバを含み、前記操作チャン
バの右側端壁の中には外部と連通している置き孔が設置され、前記操作チャンバの中には
スライド枠がスライドできるように設置され、前記スライド枠の底壁の中には回転枠が回
転できるように設置され、前記回転枠底壁の中には中心対称の四組のゴブレット枠が回転
できるように設置され、前記ゴブレット枠の中には固定孔が設置され、本発明の設備はゴ
ブレットをクリーニング連動させることができ、同時にクリーニングした後に風を利用し
急速に乾燥し、ゴブレットのクリーニング効率を高め、同時にゴブレットを固定でき割れ
を避け、実用性が高い。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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