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(57)【要約】
【課題】本発明は子供用皿の洗浄消毒装置を開示した。
　　
【解決手段】
主体を含み、前記主体の中には作動チャンバが設置され
、前記作動チャンバの中には乾燥機構が固定的に設置さ
れ、前記乾燥機構が皿を消毒でき、前記乾燥機構の底端
には消毒口が固定的に設置され、前記作動チャンバの中
にはまた洗浄機構が設置され、前記洗浄機構は前記皿を
洗浄でき、前記作動チャンバの底部には底部チャンバが
設置され、前記底部チャンバの中には回転盤機構が設置
され、前記回転盤機構がスライダのスライドに動力を提
供でき、前記回転盤機構は前記底部チャンバの底壁の中
に固定的に嵌め込まれた動力モーターを含み、前記動力
モーターの頂端には動力軸が動力が伝達できるように連
結され、前記動力軸の外壁には底部動力プーリが円周方
向に固定的に設置され、本装置は手で洗浄することを省
略し、時間を節約する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
正面視で、主体を含み、前記主体の中には作動チャンバが設置され、前記作動チャンバの
中には乾燥機構が固定的に設置され、前記乾燥機構が皿を消毒でき、前記乾燥機構の底端
には消毒口が固定的に設置され、前記作動チャンバの中にはまた洗浄機構が設置され、前
記洗浄機構は前記皿を洗浄でき、前記作動チャンバの底部には底部チャンバが設置され、
前記底部チャンバの中には回転盤機構が設置され、前記回転盤機構がスライダのスライド
に動力を提供でき、前記作動チャンバの頂部には滑走チャンバが設置され、前記スライダ
が前記滑走チャンバの中にスライドできるように設置され、前記滑走チャンバの頂部には
頂部空きチャンバが設置されていることを特徴とする子供用皿の洗浄消毒装置。
【請求項２】
前記回転盤機構は前記底部チャンバの底壁の中に固定的に嵌め込まれた動力モーターを含
み、前記動力モーターの頂端には動力軸が動力が伝達できるように連結され、前記動力軸
の外壁には底部動力プーリが円周方向に固定的に設置され、前記底部チャンバの頂壁の中
には回転盤軸が回転できるように設置され、前記回転盤軸の底端には底部従動プーリが固
定的に装着され、前記底部従動プーリと前記底部動力プーリとの間は底部ベルトにより動
力が伝達できるように連結され、前記回転盤軸の頂端には回転盤が固定的に装着され、前
記回転盤の頂端には二組の凹溝が設置され、前記凹溝に前記皿を置くことができ、前記作
動チャンバの底壁には排水溝が設置され、前記排水溝が前記凹溝と互いに連通しており、
前記滑走チャンバの片側には伝動チャンバが設置され、前記動力軸が前記伝動チャンバを
貫通して上方へ伸びており、前記動力軸にはまた動力ベベルギヤが固定的に設置され、前
記動力軸の頂端には前記頂部空きチャンバの中に位置している頂部動力プーリが固定的に
設置され、前記頂部空きチャンバの中にはスプラインスリーブが回転できるように設置さ
れ、前記スプラインスリーブの外壁には頂部従動プーリが固定的に嵌め込まれており、前
記頂部従動プーリと前記頂部動力プーリとの間は頂部ベルトにより動力が伝達できるよう
に連結され、前記伝動チャンバと前記滑走チャンバとの間には横軸が回転できるように設
置され、前記横軸の片側末端には第一ベベルギヤが固定的に設置され、前記第一ベベルギ
ヤが前記動力ベベルギヤと噛み合うように設置され、前記横軸のもう一つの側の末端には
第二ベベルギヤが固定的に設置され、前記滑走チャンバの中にはフェースギヤが回転でき
るように設置され、前記フェースギヤが前記第二ベベルギヤと噛み合っており、前記フェ
ースギヤが前記スライダと噛み合うように設置されていることを特徴とする請求項１に記
載の子供用皿の洗浄消毒装置。
【請求項３】
前記洗浄機構はまた前記スライダの頂端に固定的に嵌め込まれた洗浄モーターを含み、前
記洗浄モーターの底端には下方へ伸びている洗浄軸が動力が伝達できるように連結され、
前記スライダの中には洗浄動力チャンバと中部チャンバとが設置され、前記洗浄動力チャ
ンバの底壁の中にはすべり軸受が回転できるように設置され、前記すべり軸受が前記洗浄
軸と回転できるように装着され、前記すべり軸受の頂端には圧着ベベルギヤが固定的的に
装着され、前記中部チャンバと前記洗浄動力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、前記第一回転軸の一端には第三ベベルギヤが固定的に設置され、前記第
三ベベルギヤが前記圧着ベベルギヤと噛み合い、前記第一回転軸のもう一端には第四ベベ
ルギヤが固定的に設置され、前記スプラインスリーブの中にはスプライン軸がスプライン
により連結され、前記スプライン軸の底端には第五ベベルギヤが固定的に設置され、前記
第五ベベルギヤが前記第四ベベルギヤと噛み合っており、前記スライダの底端には両側に
対称的に設置された支持板が固定的に設置され、片側の前記支持板を例として説明し、前
記支持板の底端には鋼管がヒンジにより連結され、前記すべり軸受の外壁にはネジ山ブロ
ックがネジ山により連結され、前記ネジ山ブロックと前記鋼管との間はコンロッドを通じ
てヒンジにより連結され、前記鋼管の一端にはノズルが固定的に設置され、前記鋼管の底
端には押し板が固定的に設置され、前記作動チャンバの頂壁の中には水噴き機構が固定的
に嵌め込まれ、前記水噴き機構と前記鋼管とがプラスチック水管により互いに連通するよ
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うに設置され、前記洗浄軸の底端には洗浄盤が固定的に設置され、前記洗浄盤の底端には
洗浄綿が固定的に設置されていることを特徴とする請求項１に記載の子供用皿の洗浄消毒
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は洗浄剤の生産加工技術分野を取り上げて、具体的には子供用皿の洗浄消毒装置で
ある。
【背景技術】
【０００２】
近年、我が国の社会経済の速い発展に伴い、人々の生活水準が徐々に向上し、皿の種類も
ますます豊富になり、人々は食器の利便性と実用性を重視し、家庭の中で子供用皿と大人
用皿とが違い、従来の皿の洗浄方式が手で洗浄することであり、冬の寒い時、洗浄に難点
があり、しかも洗浄する人の手が凍傷にかかりやすく、そのため、洗浄効率が高く、時間
を節約できる自動洗浄装置が必要となる。
【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１０４０４２１７３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明は子供用皿の洗浄消毒装置を提供し、従来技術における上記欠点を解消することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明の子供用皿の洗浄消毒装置は、主体を含み、前記主体の中には作動チャンバが設置
され、前記作動チャンバの中には乾燥機構が固定的に設置され、前記乾燥機構が皿を消毒
でき、前記乾燥機構の底端には消毒口が固定的に設置され、前記作動チャンバの中にはま
た洗浄機構が設置され、前記洗浄機構は前記皿を洗浄でき、前記作動チャンバの底部には
底部チャンバが設置され、前記底部チャンバの中には回転盤機構が設置され、前記回転盤
機構がスライダのスライドに動力を提供でき、前記作動チャンバの頂部には滑走チャンバ
が設置され、前記スライダが前記滑走チャンバの中にスライドできるように設置され、前
記滑走チャンバの頂部には頂部空きチャンバが設置されている。
【０００６】
更の技術プランとしては、前記回転盤機構は前記底部チャンバの底壁の中に固定的に嵌め
込まれた動力モーターを含み、前記動力モーターの頂端には動力軸が動力が伝達できるよ
うに連結され、前記動力軸の外壁には底部動力プーリが円周方向に固定的に設置され、前
記底部チャンバの頂壁の中には回転盤軸が回転できるように設置され、前記回転盤軸の底
端には底部従動プーリが固定的に装着され、前記底部従動プーリと前記底部動力プーリと
の間は底部ベルトにより動力が伝達できるように連結され、前記回転盤軸の頂端には回転
盤が固定的に装着され、前記回転盤の頂端には二組の凹溝が設置され、前記凹溝に前記皿
を置くことができ、前記作動チャンバの底壁には排水溝が設置され、前記排水溝が前記凹
溝と互いに連通しており、前記滑走チャンバの片側には伝動チャンバが設置され、前記動
力軸が前記伝動チャンバを貫通して上方へ伸びており、前記動力軸にはまた動力ベベルギ
ヤが固定的に設置され、前記動力軸の頂端には前記頂部空きチャンバの中に位置している
頂部動力プーリが固定的に設置され、前記頂部空きチャンバの中にはスプラインスリーブ
が回転できるように設置され、前記スプラインスリーブの外壁には頂部従動プーリが固定
的に嵌め込まれており、前記頂部従動プーリと前記頂部動力プーリとの間は頂部ベルトに
より動力が伝達できるように連結され、前記伝動チャンバと前記滑走チャンバとの間には
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横軸が回転できるように設置され、前記横軸の片側末端には第一ベベルギヤが固定的に設
置され、前記第一ベベルギヤが前記動力ベベルギヤと噛み合うように設置され、前記横軸
のもう一つの側の末端には第二ベベルギヤが固定的に設置され、前記滑走チャンバの中に
はフェースギヤが回転できるように設置され、前記フェースギヤが前記第二ベベルギヤと
噛み合っており、前記フェースギヤが前記スライダと噛み合うように設置されている。
【０００７】
更の技術プランとしては、前記洗浄機構はまた前記スライダの頂端に固定的に嵌め込まれ
た洗浄モーターを含み、前記洗浄モーターの底端には下方へ伸びている洗浄軸が動力が伝
達できるように連結され、前記スライダの中には洗浄動力チャンバと中部チャンバとが設
置され、前記洗浄動力チャンバの底壁の中にはすべり軸受が回転できるように設置され、
前記すべり軸受が前記洗浄軸と回転できるように装着され、前記すべり軸受の頂端には圧
着ベベルギヤが固定的的に装着され、前記中部チャンバと前記洗浄動力チャンバとの間に
は第一回転軸が回転できるように設置され、前記第一回転軸の一端には第三ベベルギヤが
固定的に設置され、前記第三ベベルギヤが前記圧着ベベルギヤと噛み合い、前記第一回転
軸のもう一端には第四ベベルギヤが固定的に設置され、前記スプラインスリーブの中には
スプライン軸がスプラインにより連結され、前記スプライン軸の底端には第五ベベルギヤ
が固定的に設置され、前記第五ベベルギヤが前記第四ベベルギヤと噛み合っており、前記
スライダの底端には両側に対称的に設置された支持板が固定的に設置され、片側の前記支
持板を例として説明し、前記支持板の底端には鋼管がヒンジにより連結され、前記すべり
軸受の外壁にはネジ山ブロックがネジ山により連結され、前記ネジ山ブロックと前記鋼管
との間はコンロッドを通じてヒンジにより連結され、前記鋼管の一端にはノズルが固定的
に設置され、前記鋼管の底端には押し板が固定的に設置され、前記作動チャンバの頂壁の
中には水噴き機構が固定的に嵌め込まれ、前記水噴き機構と前記鋼管とがプラスチック水
管により互いに連通するように設置され、前記洗浄軸の底端には洗浄盤が固定的に設置さ
れ、前記洗浄盤の底端には洗浄綿が固定的に設置されている。
【発明の効果】
【０００８】
本発明の有益効果は：本発明は構成が簡単で、操作が便利であり、回転盤機構により皿の
回転を実現でき、皿を洗浄機構の底部まで自動的に回転させ、洗浄し終わった後に皿が乾
燥機構の底部まで自動的に回転して乾燥され、手動で転換するステップを省略し、洗浄機
構は皿を押し付けることができ、洗浄に便利を与え、ノズルが皿に水を噴くことができ、
皿を更にきれいにする。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
下記に図１～５をあわせて本発明について詳しく説明し、便利に説明するために、下記の
方向を以下のように規定する：図１は本発明装置の正面図であり、以下に述べる上下左右
前後の方向と図１の自身投影関係の上下左右前後の方向とが一致である。
【００１０】
【図１】図１は本発明の子供用皿の洗浄消毒装置の内部全体構成模式図
【図２】図２は本発明の図１の拡大構成模式図
【図３】図３は本発明の中の回転盤の模式図
【図４】図４は本発明の中の洗浄盤の模式図
【図５】図５は本発明の子供用皿の洗浄消毒装置の外観模式図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
図１～５を参照し、本発明の実施例の子供用皿の洗浄消毒装置は、主体１０を含み、前記
主体１０の中には作動チャンバ４１が設置され、前記作動チャンバ４１の中には乾燥機構
４２が固定的に設置され、前記乾燥機構４２が皿４４を消毒でき、前記乾燥機構４２の底
端には消毒口４３が固定的に設置され、前記作動チャンバ４１の中にはまた洗浄機構６０
が設置され、前記洗浄機構６０は前記皿４４を洗浄でき、前記作動チャンバ４１の底部に
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は底部チャンバ３５が設置され、前記底部チャンバ３５の中には回転盤機構７０が設置さ
れ、前記回転盤機構７０がスライダ２３のスライドに動力を提供でき、前記作動チャンバ
４１の頂部には滑走チャンバ２４が設置され、前記スライダ２３が前記滑走チャンバ２４
の中にスライドできるように設置され、前記滑走チャンバ２４の頂部には頂部空きチャン
バ１７が設置されている。　　
【００１２】
有益なまた例を示すように、前記回転盤機構７０は前記底部チャンバ３５の底壁の中に固
定的に嵌め込まれた動力モーター４０を含み、前記動力モーター４０の頂端には動力軸１
４が動力が伝達できるように連結され、前記動力軸１４の外壁には底部動力プーリ３９が
円周方向に固定的に設置され、前記底部チャンバ３５の頂壁の中には回転盤軸３７が回転
できるように設置され、前記回転盤軸３７の底端には底部従動プーリ３６が固定的に装着
され、前記底部従動プーリ３６と前記底部動力プーリ３９との間は底部ベルト３８により
動力が伝達できるように連結され、前記回転盤軸３７の頂端には回転盤３２が固定的に装
着され、前記回転盤３２の頂端には二組の凹溝３３が設置され、前記凹溝３３に前記皿４
４を置くことができ、前記作動チャンバ４１の底壁には排水溝３４が設置され、前記排水
溝３４が前記凹溝３３と互いに連通しており、前記滑走チャンバ２４の片側には伝動チャ
ンバ１１が設置され、前記動力軸１４が前記伝動チャンバ１１を貫通して上方へ伸びてお
り、前記動力軸１４にはまた動力ベベルギヤ１２が固定的に設置され、前記動力軸１４の
頂端には前記頂部空きチャンバ１７の中に位置している頂部動力プーリ１５が固定的に設
置され、前記頂部空きチャンバ１７の中にはスプラインスリーブ２１が回転できるように
設置され、前記スプラインスリーブ２１の外壁には頂部従動プーリ２２が固定的に嵌め込
まれており、前記頂部従動プーリ２２と前記頂部動力プーリ１５との間は頂部ベルト１６
により動力が伝達できるように連結され、前記伝動チャンバ１１と前記滑走チャンバ２４
との間には横軸１８が回転できるように設置され、前記横軸１８の片側末端には第一ベベ
ルギヤ１３が固定的に設置され、前記第一ベベルギヤ１３が前記動力ベベルギヤ１２と噛
み合うように設置され、前記横軸１８のもう一つの側の末端には第二ベベルギヤ１９が固
定的に設置され、前記滑走チャンバ２４の中にはフェースギヤ２０が回転できるように設
置され、前記フェースギヤ２０が前記第二ベベルギヤ１９と噛み合っており、前記フェー
スギヤ２０が前記スライダ２３と噛み合うように設置されている。　　
【００１３】
有益なまた例を示すように、前記洗浄機構６０はまた前記スライダ２３の頂端に固定的に
嵌め込まれた洗浄モーター５２を含み、前記洗浄モーター５２の底端には下方へ伸びてい
る洗浄軸５８が動力が伝達できるように連結され、前記スライダ２３の中には洗浄動力チ
ャンバ５６と中部チャンバ５７とが設置され、前記洗浄動力チャンバ５６の底壁の中には
すべり軸受５５が回転できるように設置され、前記すべり軸受５５が前記洗浄軸５８と回
転できるように装着され、前記すべり軸受５５の頂端には圧着ベベルギヤ５４が固定的的
に装着され、前記中部チャンバ５７と前記洗浄動力チャンバ５６との間には第一回転軸５
１が回転できるように設置され、前記第一回転軸５１の一端には第三ベベルギヤ５３が固
定的に設置され、前記第三ベベルギヤ５３が前記圧着ベベルギヤ５４と噛み合い、前記第
一回転軸５１のもう一端には第四ベベルギヤ５０が固定的に設置され、前記スプラインス
リーブ２１の中にはスプライン軸４８がスプラインにより連結され、前記スプライン軸４
８の底端には第五ベベルギヤ４９が固定的に設置され、前記第五ベベルギヤ４９が前記第
四ベベルギヤ５０と噛み合っており、前記スライダ２３の底端には両側に対称的に設置さ
れた支持板２７が固定的に設置され、片側の前記支持板２７を例として説明し、前記支持
板２７の底端には鋼管２８がヒンジにより連結され、前記すべり軸受５５の外壁にはネジ
山ブロック４７がネジ山により連結され、前記ネジ山ブロック４７と前記鋼管２８との間
はコンロッド２９を通じてヒンジにより連結され、前記鋼管２８の一端にはノズル３０が
固定的に設置され、前記鋼管２８の底端には押し板３１が固定的に設置され、前記作動チ
ャンバ４１の頂壁の中には水噴き機構２５が固定的に嵌め込まれ、前記水噴き機構２５と
前記鋼管２８とがプラスチック水管２６により互いに連通するように設置され、前記洗浄
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軸５８の底端には洗浄盤４６が固定的に設置され、前記洗浄盤４６の底端には洗浄綿４５
が固定的に設置されている。
【００１４】
初期状態において、スライダ２３が最大限に上方へ向く状態にあり、これにより洗浄綿４
５を上方へ向く状態にある。
【００１５】
作動する時、最初に皿４４を凹溝３３に置き、次に動力モーター４０を始動し、動力モー
ター４０が底部動力プーリ３９を連動させて回転させ、底部従動プーリ３６を回転させ、
底部従動プーリ３６が回転盤軸３７を連動させ、回転盤３２を回転させ、回転盤３２が凹
溝３３に置かれた皿４４を洗浄綿４５の下方まで回転させ、これにより動力軸１４が動力
ベベルギヤ１２を連動させて回転させ、第一ベベルギヤ１３を回転させ、更に横軸１８を
回転させ、フェースギヤ２０を連動させて回転させ、更にスライダ２３を下方へ移動させ
、更に洗浄綿４５を皿４４に当接させ、これにより頂部動力プーリ１５がスプラインスリ
ーブ２１を連動させて回転させ、これにより第五ベベルギヤ４９が第一回転軸５１を連動
させて回転させ、更に第三ベベルギヤ５３を回転させ、すべり軸受５５を連動させて回転
させ、ネジ山ブロック４７を上方へ移動させ、更に押し板３１を皿４４に引っ掛からせ、
これにより洗浄モーター５２が起動し、洗浄綿４５が皿４４を洗浄し、水噴き機構２５を
始動してノズル３０に水を噴かせ、洗浄し終わった後、動力モーター４０を逆方向へ回転
させ、更に回転盤３２を逆方向へ回転させ、この時に乾燥機構４２を始動し、これにより
乾燥機構４２が皿４４を洗浄消毒する。
【００１６】
本発明の有益効果は：本発明は構成が簡単で、操作が便利であり、回転盤機構により皿の
回転を実現でき、皿を洗浄機構の底部まで自動的に回転させ、洗浄し終わった後に皿が乾
燥機構の底部まで自動的に回転して乾燥され、手動で転換するステップを省略し、洗浄機
構は皿を押し付けることができ、洗浄に便利を与え、ノズルが皿に水を噴くことができ、
皿を更にきれいにする。
【００１７】
本分野の技術者が明確できるのは、本発明の総体精神や発想から離脱しない場合で、以上
の実施例に各種な変形ができ、それらの変形がすべて本発明の保護範囲にある。本発明の
保護方案は本発明の権利要求書を標準とすべきである。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年2月25日(2020.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
正面視で、主体を含み、前記主体の中には作動チャンバが設置され、前記作動チャンバの
中には消毒乾燥機構が固定的に設置され、前記消毒乾燥機構が皿を乾燥且つ消毒でき、前
記消毒乾燥機構の底端には熱風口が固定的に設置され、前記作動チャンバの中にはまた洗
浄機構が設置され、前記洗浄機構は前記皿を洗浄でき、前記作動チャンバの下側には底部
チャンバが設置され、前記底部チャンバの中には回転盤機構が設置され、前記回転盤機構
がスライダのスライドに動力を提供でき、前記作動チャンバの頂部には滑走チャンバが設
置され、前記スライダが前記滑走チャンバの中にスライドできるように設置され、前記滑
走チャンバの上側には頂部空きチャンバが設置され、
前記回転盤機構は前記底部チャンバの底壁の中に固定的に嵌め込まれた動力モーターを含
み、前記動力モーターの頂端には動力軸が動力が伝達できるように連結され、前記動力軸
の外壁には底部動力プーリが円周方向に固定的に設置され、前記底部チャンバの頂壁の中
には回転盤軸が回転できるように設置され、前記回転盤軸の底端には底部従動プーリが固
定的に装着され、前記底部従動プーリと前記底部動力プーリとの間は底部ベルトにより動
力が伝達できるように連結され、前記回転盤軸の頂端には回転盤が固定的に装着され、前
記回転盤の頂端には二組の凹溝が設置され、前記凹溝に前記皿を置くことができ、前記作
動チャンバの底壁には排水溝が設置され、前記排水溝が前記凹溝と互いに連通しており、
前記滑走チャンバの片側には伝動チャンバが設置され、前記動力軸が前記伝動チャンバを
貫通して上方へ伸びており、前記動力軸にはまた動力ベベルギヤが固定的に設置され、前
記動力軸の頂端には前記頂部空きチャンバの中に位置している頂部動力プーリが固定的に
設置され、前記頂部空きチャンバの中にはスプラインスリーブが回転できるように設置さ
れ、前記スプラインスリーブの外壁には頂部従動プーリが固定的に嵌め込まれており、前
記頂部従動プーリと前記頂部動力プーリとの間は頂部ベルトにより動力が伝達できるよう
に連結され、前記伝動チャンバと前記滑走チャンバとの間には横軸が回転できるように設
置され、前記横軸の片側末端には第一ベベルギヤが固定的に設置され、前記第一ベベルギ
ヤが前記動力ベベルギヤと噛み合うように設置され、前記横軸のもう一つの側の末端には
第二ベベルギヤが固定的に設置され、前記滑走チャンバの中にはフェースギヤが回転でき
るように設置され、前記フェースギヤが前記第二ベベルギヤと噛み合っており、前記フェ
ースギヤが前記スライダと噛み合うように設置され、
前記洗浄機構はまた前記スライダの頂端に固定的に嵌め込まれた洗浄モーターを含み、前
記洗浄モーターの底端には下方へ伸びている洗浄軸が動力が伝達できるように連結され、
前記スライダの中には洗浄動力チャンバと中部チャンバとが設置され、前記洗浄動力チャ
ンバの底壁には下方に延びたすべり軸受が回転できるように設置され、前記すべり軸受が
前記洗浄軸と回転できるように装着され、前記すべり軸受の頂端には圧着ベベルギヤが固
定的に装着され、前記中部チャンバと前記洗浄動力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、前記第一回転軸の一端には第三ベベルギヤが固定的に設置され、
前記第三ベベルギヤが前記圧着ベベルギヤと噛み合い、前記第一回転軸のもう一端には第
四ベベルギヤが固定的に設置され、前記スプラインスリーブの中にはスプライン軸がスプ
ラインにより連結され、前記スプライン軸の底端には第五ベベルギヤが固定的に設置され
、前記第五ベベルギヤが前記第四ベベルギヤと噛み合っており、前記スライダの底端には
両側に対称的に設置された支持板が固定的に設置され、二つの前記支持板の底端にはいず
れも鋼管がヒンジにより連結され、前記すべり軸受の底部延伸部分の外周にはネジ山ブロ
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ックがネジ山により連結され、前記ネジ山ブロックと前記鋼管との間はコンロッドを通じ
てヒンジにより連結され、前記鋼管の一端にはノズルが固定的に設置され、前記鋼管の底
端には押し板が固定的に設置され、前記作動チャンバの頂壁の中には水噴き機構が固定的
に嵌め込まれ、前記水噴き機構と前記鋼管とがプラスチック水管により互いに連通するよ
うに設置され、前記洗浄軸の底端には洗浄盤が固定的に設置され、前記洗浄盤の底端には
洗浄綿が固定的に設置されていることを特徴とする子供用皿の洗浄消毒装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は洗浄剤の生産加工技術分野を取り上げて、具体的には子供用皿の洗浄消毒装置で
ある。
【背景技術】
【０００２】
近年、我が国の社会経済の速い発展に伴い、人々の生活水準が徐々に向上し、皿の種類も
ますます豊富になり、人々は食器の利便性と実用性を重視し、家庭の中で子供用皿と大人
用皿とが違い、従来の皿の洗浄方式が手で洗浄することであり、冬の寒い時、洗浄に難点
があり、しかも洗浄する人の手が凍傷にかかりやすく、そのため、洗浄効率が高く、時間
を節約できる自動洗浄装置が必要となる。
【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１０４０４２１７３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明は子供用皿の洗浄消毒装置を提供し、従来技術における上記欠点を解消することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明の子供用皿の洗浄消毒装置は、主体を含み、前記主体の中には作動チャンバが設置
され、前記作動チャンバの中には消毒乾燥機構が固定的に設置され、前記消毒乾燥機構が
皿を乾燥且つ消毒でき、前記消毒乾燥機構の底端には熱風口が固定的に設置され、前記作
動チャンバの中にはまた洗浄機構が設置され、前記洗浄機構は前記皿を洗浄でき、前記作
動チャンバの下側には底部チャンバが設置され、前記底部チャンバの中には回転盤機構が
設置され、前記回転盤機構がスライダのスライドに動力を提供でき、前記作動チャンバの
頂部には滑走チャンバが設置され、前記スライダが前記滑走チャンバの中にスライドでき
るように設置され、前記滑走チャンバの上側には頂部空きチャンバが設置されている。
【０００６】
更の技術プランとしては、前記回転盤機構は前記底部チャンバの底壁の中に固定的に嵌め
込まれた動力モーターを含み、前記動力モーターの頂端には動力軸が動力が伝達できるよ
うに連結され、前記動力軸の外壁には底部動力プーリが円周方向に固定的に設置され、前
記底部チャンバの頂壁の中には回転盤軸が回転できるように設置され、前記回転盤軸の底
端には底部従動プーリが固定的に装着され、前記底部従動プーリと前記底部動力プーリと
の間は底部ベルトにより動力が伝達できるように連結され、前記回転盤軸の頂端には回転
盤が固定的に装着され、前記回転盤の頂端には二組の凹溝が設置され、前記凹溝に前記皿
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を置くことができ、前記作動チャンバの底壁には排水溝が設置され、前記排水溝が前記凹
溝と互いに連通しており、前記滑走チャンバの片側には伝動チャンバが設置され、前記動
力軸が前記伝動チャンバを貫通して上方へ伸びており、前記動力軸にはまた動力ベベルギ
ヤが固定的に設置され、前記動力軸の頂端には前記頂部空きチャンバの中に位置している
頂部動力プーリが固定的に設置され、前記頂部空きチャンバの中にはスプラインスリーブ
が回転できるように設置され、前記スプラインスリーブの外壁には頂部従動プーリが固定
的に嵌め込まれており、前記頂部従動プーリと前記頂部動力プーリとの間は頂部ベルトに
より動力が伝達できるように連結され、前記伝動チャンバと前記滑走チャンバとの間には
横軸が回転できるように設置され、前記横軸の片側末端には第一ベベルギヤが固定的に設
置され、前記第一ベベルギヤが前記動力ベベルギヤと噛み合うように設置され、前記横軸
のもう一つの側の末端には第二ベベルギヤが固定的に設置され、前記滑走チャンバの中に
はフェースギヤが回転できるように設置され、前記フェースギヤが前記第二ベベルギヤと
噛み合っており、前記フェースギヤが前記スライダと噛み合うように設置されている。
【０００７】
更の技術プランとしては、前記洗浄機構はまた前記スライダの頂端に固定的に嵌め込まれ
た洗浄モーターを含み、前記洗浄モーターの底端には下方へ伸びている洗浄軸が動力が伝
達できるように連結され、前記スライダの中には洗浄動力チャンバと中部チャンバとが設
置され、前記洗浄動力チャンバの底壁には下方に延びたすべり軸受が回転できるように設
置され、前記すべり軸受が前記洗浄軸と回転できるように装着され、前記すべり軸受の頂
端には圧着ベベルギヤが固定的に装着され、前記中部チャンバと前記洗浄動力チャンバと
の間には第一回転軸が回転できるように設置され、前記第一回転軸の一端には第三ベベル
ギヤが固定的に設置され、前記第三ベベルギヤが前記圧着ベベルギヤと噛み合い、前記第
一回転軸のもう一端には第四ベベルギヤが固定的に設置され、前記スプラインスリーブの
中にはスプライン軸がスプラインにより連結され、前記スプライン軸の底端には第五ベベ
ルギヤが固定的に設置され、前記第五ベベルギヤが前記第四ベベルギヤと噛み合っており
、前記スライダの底端には両側に対称的に設置された支持板が固定的に設置され、二つの
前記支持板の底端にはいずれも鋼管がヒンジにより連結され、前記すべり軸受の底部延伸
部分の外周にはネジ山ブロックがネジ山により連結され、前記ネジ山ブロックと前記鋼管
との間はコンロッドを通じてヒンジにより連結され、前記鋼管の一端にはノズルが固定的
に設置され、前記鋼管の底端には押し板が固定的に設置され、前記作動チャンバの頂壁の
中には水噴き機構が固定的に嵌め込まれ、前記水噴き機構と前記鋼管とがプラスチック水
管により互いに連通するように設置され、前記洗浄軸の底端には洗浄盤が固定的に設置さ
れ、前記洗浄盤の底端には洗浄綿が固定的に設置されている。
【発明の効果】
【０００８】
本発明の有益効果は：本発明は構成が簡単で、操作が便利であり、回転盤機構により皿の
回転を実現でき、皿を洗浄機構の底部まで自動的に回転させ、洗浄し終わった後に皿が消
毒乾燥機構の底部まで自動的に回転して乾燥され、手動で転換するステップを省略し、洗
浄機構は皿を押し付けることができ、洗浄に便利を与え、ノズルが皿に水を噴くことがで
き、
皿を更にきれいにする。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
下記に図１～５をあわせて本発明について詳しく説明し、便利に説明するために、下記の
方向を以下のように規定する：図１は本発明装置の正面図であり、以下に述べる上下左右
前後の方向と図１の自身投影関係の上下左右前後の方向とが一致である。
【００１０】
【図１】図１は本発明の子供用皿の洗浄消毒装置の内部全体構成模式図
【図２】図２は本発明の図１の拡大構成模式図
【図３】図３は本発明の中の回転盤の模式図
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【図４】図４は本発明の中の洗浄盤の模式図
【図５】図５は本発明の子供用皿の洗浄消毒装置の外観模式図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
図１～５を参照し、本発明の実施例の子供用皿の洗浄消毒装置は、主体１０を含み、前記
主体１０の中には作動チャンバ４１が設置され、前記作動チャンバ４１の中には消毒乾燥
機構４２が固定的に設置され、前記消毒乾燥機構４２が皿４４を乾燥且つ消毒でき、前記
消毒乾燥機構４２の底端には熱風口４３が固定的に設置され、前記作動チャンバ４１の中
にはまた洗浄機構６０が設置され、前記洗浄機構６０は前記皿４４を洗浄でき、前記作動
チャンバ４１の下側には底部チャンバ３５が設置され、前記底部チャンバ３５の中には回
転盤機構７０が設置され、前記回転盤機構７０がスライダ２３のスライドに動力を提供で
き、前記作動チャンバ４１の頂部には滑走チャンバ２４が設置され、前記スライダ２３が
前記滑走チャンバ２４の中にスライドできるように設置され、前記滑走チャンバ２４の上
側には頂部空きチャンバ１７が設置されている。　　
【００１２】
有益なまた例を示すように、前記回転盤機構７０は前記底部チャンバ３５の底壁の中に固
定的に嵌め込まれた動力モーター４０を含み、前記動力モーター４０の頂端には動力軸１
４が動力が伝達できるように連結され、前記動力軸１４の外壁には底部動力プーリ３９が
円周方向に固定的に設置され、前記底部チャンバ３５の頂壁の中には回転盤軸３７が回転
できるように設置され、前記回転盤軸３７の底端には底部従動プーリ３６が固定的に装着
され、前記底部従動プーリ３６と前記底部動力プーリ３９との間は底部ベルト３８により
動力が伝達できるように連結され、前記回転盤軸３７の頂端には回転盤３２が固定的に装
着され、前記回転盤３２の頂端には二組の凹溝３３が設置され、前記凹溝３３に前記皿４
４を置くことができ、前記作動チャンバ４１の底壁には排水溝３４が設置され、前記排水
溝３４が前記凹溝３３と互いに連通しており、前記滑走チャンバ２４の片側には伝動チャ
ンバ１１が設置され、前記動力軸１４が前記伝動チャンバ１１を貫通して上方へ伸びてお
り、前記動力軸１４にはまた動力ベベルギヤ１２が固定的に設置され、前記動力軸１４の
頂端には前記頂部空きチャンバ１７の中に位置している頂部動力プーリ１５が固定的に設
置され、前記頂部空きチャンバ１７の中にはスプラインスリーブ２１が回転できるように
設置され、前記スプラインスリーブ２１の外壁には頂部従動プーリ２２が固定的に嵌め込
まれており、前記頂部従動プーリ２２と前記頂部動力プーリ１５との間は頂部ベルト１６
により動力が伝達できるように連結され、前記伝動チャンバ１１と前記滑走チャンバ２４
との間には横軸１８が回転できるように設置され、前記横軸１８の片側末端には第一ベベ
ルギヤ１３が固定的に設置され、前記第一ベベルギヤ１３が前記動力ベベルギヤ１２と噛
み合うように設置され、前記横軸１８のもう一つの側の末端には第二ベベルギヤ１９が固
定的に設置され、前記滑走チャンバ２４の中にはフェースギヤ２０が回転できるように設
置され、前記フェースギヤ２０が前記第二ベベルギヤ１９と噛み合っており、前記フェー
スギヤ２０が前記スライダ２３と噛み合うように設置されている。　　
【００１３】
有益なまた例を示すように、前記洗浄機構６０はまた前記スライダ２３の頂端に固定的に
嵌め込まれた洗浄モーター５２を含み、前記洗浄モーター５２の底端には下方へ伸びてい
る洗浄軸５８が動力が伝達できるように連結され、前記スライダ２３の中には洗浄動力チ
ャンバ５６と中部チャンバ５７とが設置され、前記洗浄動力チャンバ５６の底壁には下方
に延びたすべり軸受５５が回転できるように設置され、前記すべり軸受５５が前記洗浄軸
５８と回転できるように装着され、前記すべり軸受５５の頂端には圧着ベベルギヤ５４が
固定的に装着され、前記中部チャンバ５７と前記洗浄動力チャンバ５６との間には第一回
転軸５１が回転できるように設置され、前記第一回転軸５１の一端には第三ベベルギヤ５
３が固定的に設置され、前記第三ベベルギヤ５３が前記圧着ベベルギヤ５４と噛み合い、
前記第一回転軸５１のもう一端には第四ベベルギヤ５０が固定的に設置され、前記スプラ
インスリーブ２１の中にはスプライン軸４８がスプラインにより連結され、前記スプライ
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ン軸４８の底端には第五ベベルギヤ４９が固定的に設置され、前記第五ベベルギヤ４９が
前記第四ベベルギヤ５０と噛み合っており、前記スライダ２３の底端には両側に対称的に
設置された支持板２７が固定的に設置され、二つの前記支持板２７の底端にはいずれも鋼
管２８がヒンジにより連結され、前記すべり軸受５５の底部延伸部分の外周にはネジ山ブ
ロック４７がネジ山により連結され、前記ネジ山ブロック４７と前記鋼管２８との間はコ
ンロッド２９を通じてヒンジにより連結され、前記鋼管２８の一端にはノズル３０が固定
的に設置され、前記鋼管２８の底端には押し板３１が固定的に設置され、前記作動チャン
バ４１の頂壁の中には水噴き機構２５が固定的に嵌め込まれ、前記水噴き機構２５と前記
鋼管２８とがプラスチック水管２６により互いに連通するように設置され、前記洗浄軸５
８の底端には洗浄盤４６が固定的に設置され、前記洗浄盤４６の底端には洗浄綿４５が固
定的に設置されている。
【００１４】
初期状態において、スライダ２３が最大限に上方へ向く状態にあり、これにより洗浄綿４
５を上方へ向く状態にある。
【００１５】
作動する時、最初に皿４４を凹溝３３に置き、次に動力モーター４０を始動し、動力モー
ター４０が底部動力プーリ３９を連動させて回転させ、底部従動プーリ３６を回転させ、
底部従動プーリ３６が回転盤軸３７を連動させ、回転盤３２を回転させ、回転盤３２が凹
溝３３に置かれた皿４４を洗浄綿４５の下方まで回転させ、これにより動力軸１４が動力
ベベルギヤ１２を連動させて回転させ、第一ベベルギヤ１３を回転させ、更に横軸１８を
回転させ、フェースギヤ２０を連動させて回転させ、更にスライダ２３を下方へ移動させ
、更に洗浄綿４５を皿４４に当接させ、これにより頂部動力プーリ１５がスプラインスリ
ーブ２１を連動させて回転させ、これにより第五ベベルギヤ４９が第一回転軸５１を連動
させて回転させ、更に第三ベベルギヤ５３を回転させ、すべり軸受５５を連動させて回転
させ、ネジ山ブロック４７を上方へ移動させ、更に押し板３１を皿４４に引っ掛からせ、
これにより洗浄モーター５２が起動し、洗浄綿４５が皿４４を洗浄し、水噴き機構２５を
始動してノズル３０に水を噴かせ、洗浄し終わった後、動力モーター４０を逆方向へ回転
させ、更に回転盤３２を逆方向へ回転させ、この時に消毒乾燥機構４２を始動し、これに
より消毒乾燥機構４２が皿４４を乾燥し消毒する。
【００１６】
本発明の有益効果は：本発明は構成が簡単で、操作が便利であり、回転盤機構により皿の
回転を実現でき、皿を洗浄機構の底部まで自動的に回転させ、洗浄し終わった後に皿が消
毒乾燥機構の底部まで自動的に回転して乾燥され、手動で転換するステップを省略し、洗
浄機構は皿を押し付けることができ、洗浄に便利を与え、ノズルが皿に水を噴くことがで
き、
皿を更にきれいにする。
【００１７】
本分野の技術者が明確できるのは、本発明の総体精神や発想から離脱しない場合で、以上
の実施例に各種な変形ができ、それらの変形がすべて本発明の保護範囲にある。本発明の
保護方案は本発明の権利要求書を標準とすべきである。
【手続補正書】
【提出日】令和2年6月4日(2020.6.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
正面視で、主体を含み、前記主体の中には作動チャンバが設置され、前記作動チャンバの
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中には消毒乾燥機構が固定的に設置され、前記消毒乾燥機構が皿を乾燥且つ消毒でき、前
記消毒乾燥機構の底端には消毒ノズルが固定的に設置され、前記作動チャンバの中にはま
た洗浄機構が設置され、前記洗浄機構は前記皿を洗浄でき、前記作動チャンバの下側には
底部チャンバが設置され、前記底部チャンバの中には回転盤機構が設置され、前記回転盤
機構がスライダのスライドに動力を提供でき、前記作動チャンバの頂部には滑走チャンバ
が設置され、前記スライダが前記滑走チャンバの中にスライドできるように設置され、前
記滑走チャンバの上側には頂部空きチャンバが設置され、
前記回転盤機構は前記底部チャンバの底壁の中に固定的に嵌め込まれた動力モーターを含
み、前記動力モーターの頂端には動力軸が動力が伝達できるように連結され、前記動力軸
の外壁には底部動力プーリが円周方向に固定的に設置され、前記底部チャンバの頂壁の中
には回転盤軸が回転できるように設置され、前記回転盤軸の底端には底部従動プーリが固
定的に装着され、前記底部従動プーリと前記底部動力プーリとの間は底部ベルトにより動
力が伝達できるように連結され、前記回転盤軸の頂端には回転盤が固定的に装着され、前
記回転盤の頂端には二組の凹溝が設置され、前記凹溝に前記皿を置くことができ、前記作
動チャンバの底壁には排水溝が設置され、前記排水溝が前記凹溝と互いに連通しており、
前記滑走チャンバの片側には伝動チャンバが設置され、前記動力軸が前記伝動チャンバを
貫通して上方へ伸びており、前記動力軸にはまた動力ベベルギヤが固定的に設置され、前
記動力軸の頂端には前記頂部空きチャンバの中に位置している頂部動力プーリが固定的に
設置され、前記頂部空きチャンバの中にはスプラインスリーブが回転できるように設置さ
れ、前記スプラインスリーブの外壁には頂部従動プーリが固定的に嵌め込まれており、前
記頂部従動プーリと前記頂部動力プーリとの間は頂部ベルトにより動力が伝達できるよう
に連結され、前記伝動チャンバと前記滑走チャンバとの間には横軸が回転できるように設
置され、前記横軸の片側末端には第一ベベルギヤが固定的に設置され、前記第一ベベルギ
ヤが前記動力ベベルギヤと噛み合うように設置され、前記横軸のもう一つの側の末端には
第二ベベルギヤが固定的に設置され、前記滑走チャンバの中にはフェースギヤが回転でき
るように設置され、前記フェースギヤが前記第二ベベルギヤと噛み合っており、前記フェ
ースギヤが前記スライダと噛み合うように設置され、
前記洗浄機構はまた前記スライダの頂端に固定的に嵌め込まれた洗浄モーターを含み、前
記洗浄モーターの底端には下方へ伸びている洗浄軸が動力が伝達できるように連結され、
前記スライダの中には洗浄動力チャンバと中部チャンバとが設置され、前記洗浄動力チャ
ンバの底壁には下方に延びたすべり軸受が回転できるように設置され、前記すべり軸受が
前記洗浄軸と回転できるように装着され、前記すべり軸受の頂端には圧着ベベルギヤが固
定的に装着され、前記中部チャンバと前記洗浄動力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、前記第一回転軸の一端には第三ベベルギヤが固定的に設置され、
前記第三ベベルギヤが前記圧着ベベルギヤと噛み合い、前記第一回転軸のもう一端には第
四ベベルギヤが固定的に設置され、前記スプラインスリーブの中にはスプライン軸がスプ
ラインにより連結され、前記スプライン軸の底端には第五ベベルギヤが固定的に設置され
、前記第五ベベルギヤが前記第四ベベルギヤと噛み合っており、前記スライダの底端には
両側に対称的に設置された支持板が固定的に設置され、二つの前記支持板の底端にはいず
れも鋼管がヒンジにより連結され、前記すべり軸受の底部延伸部分の外周にはネジ山ブロ
ックがネジ山により連結され、前記ネジ山ブロックと前記鋼管との間はコンロッドを通じ
てヒンジにより連結され、前記鋼管の一端にはノズルが固定的に設置され、前記鋼管の底
端には押し板が固定的に設置され、前記作動チャンバの頂壁の中には水噴き機構が固定的
に嵌め込まれ、前記水噴き機構と前記鋼管とがプラスチック水管により互いに連通するよ
うに設置され、前記洗浄軸の底端には洗浄盤が固定的に設置され、前記洗浄盤の底端には
洗浄綿が固定的に設置されていることを特徴とする子供用皿の洗浄消毒装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は洗浄剤の生産加工技術分野を取り上げて、具体的には子供用皿の洗浄消毒装置で
ある。
【背景技術】
【０００２】
近年、我が国の社会経済の速い発展に伴い、人々の生活水準が徐々に向上し、皿の種類も
ますます豊富になり、人々は食器の利便性と実用性を重視し、家庭の中で子供用皿と大人
用皿とが違い、従来の皿の洗浄方式が手で洗浄することであり、冬の寒い時、洗浄に難点
があり、しかも洗浄する人の手が凍傷にかかりやすく、そのため、洗浄効率が高く、時間
を節約できる自動洗浄装置が必要となる。
【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１０４０４２１７３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明は子供用皿の洗浄消毒装置を提供し、従来技術における上記欠点を解消することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明の子供用皿の洗浄消毒装置は、主体を含み、前記主体の中には作動チャンバが設置
され、前記作動チャンバの中には消毒乾燥機構が固定的に設置され、前記消毒乾燥機構が
皿を乾燥且つ消毒でき、前記消毒乾燥機構の底端には消毒ノズルが固定的に設置され、前
記作動チャンバの中にはまた洗浄機構が設置され、前記洗浄機構は前記皿を洗浄でき、前
記作動チャンバの下側には底部チャンバが設置され、前記底部チャンバの中には回転盤機
構が設置され、前記回転盤機構がスライダのスライドに動力を提供でき、前記作動チャン
バの頂部には滑走チャンバが設置され、前記スライダが前記滑走チャンバの中にスライド
できるように設置され、前記滑走チャンバの上側には頂部空きチャンバが設置されている
。
【０００６】
更の技術プランとしては、前記回転盤機構は前記底部チャンバの底壁の中に固定的に嵌め
込まれた動力モーターを含み、前記動力モーターの頂端には動力軸が動力が伝達できるよ
うに連結され、前記動力軸の外壁には底部動力プーリが円周方向に固定的に設置され、前
記底部チャンバの頂壁の中には回転盤軸が回転できるように設置され、前記回転盤軸の底
端には底部従動プーリが固定的に装着され、前記底部従動プーリと前記底部動力プーリと
の間は底部ベルトにより動力が伝達できるように連結され、前記回転盤軸の頂端には回転
盤が固定的に装着され、前記回転盤の頂端には二組の凹溝が設置され、前記凹溝に前記皿
を置くことができ、前記作動チャンバの底壁には排水溝が設置され、前記排水溝が前記凹
溝と互いに連通しており、前記滑走チャンバの片側には伝動チャンバが設置され、前記動
力軸が前記伝動チャンバを貫通して上方へ伸びており、前記動力軸にはまた動力ベベルギ
ヤが固定的に設置され、前記動力軸の頂端には前記頂部空きチャンバの中に位置している
頂部動力プーリが固定的に設置され、前記頂部空きチャンバの中にはスプラインスリーブ
が回転できるように設置され、前記スプラインスリーブの外壁には頂部従動プーリが固定
的に嵌め込まれており、前記頂部従動プーリと前記頂部動力プーリとの間は頂部ベルトに
より動力が伝達できるように連結され、前記伝動チャンバと前記滑走チャンバとの間には
横軸が回転できるように設置され、前記横軸の片側末端には第一ベベルギヤが固定的に設
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置され、前記第一ベベルギヤが前記動力ベベルギヤと噛み合うように設置され、前記横軸
のもう一つの側の末端には第二ベベルギヤが固定的に設置され、前記滑走チャンバの中に
はフェースギヤが回転できるように設置され、前記フェースギヤが前記第二ベベルギヤと
噛み合っており、前記フェースギヤが前記スライダと噛み合うように設置されている。
【０００７】
更の技術プランとしては、前記洗浄機構はまた前記スライダの頂端に固定的に嵌め込まれ
た洗浄モーターを含み、前記洗浄モーターの底端には下方へ伸びている洗浄軸が動力が伝
達できるように連結され、前記スライダの中には洗浄動力チャンバと中部チャンバとが設
置され、前記洗浄動力チャンバの底壁には下方に延びたすべり軸受が回転できるように設
置され、前記すべり軸受が前記洗浄軸と回転できるように装着され、前記すべり軸受の頂
端には圧着ベベルギヤが固定的に装着され、前記中部チャンバと前記洗浄動力チャンバと
の間には第一回転軸が回転できるように設置され、前記第一回転軸の一端には第三ベベル
ギヤが固定的に設置され、前記第三ベベルギヤが前記圧着ベベルギヤと噛み合い、前記第
一回転軸のもう一端には第四ベベルギヤが固定的に設置され、前記スプラインスリーブの
中にはスプライン軸がスプラインにより連結され、前記スプライン軸の底端には第五ベベ
ルギヤが固定的に設置され、前記第五ベベルギヤが前記第四ベベルギヤと噛み合っており
、前記スライダの底端には両側に対称的に設置された支持板が固定的に設置され、二つの
前記支持板の底端にはいずれも鋼管がヒンジにより連結され、前記すべり軸受の底部延伸
部分の外周にはネジ山ブロックがネジ山により連結され、前記ネジ山ブロックと前記鋼管
との間はコンロッドを通じてヒンジにより連結され、前記鋼管の一端にはノズルが固定的
に設置され、前記鋼管の底端には押し板が固定的に設置され、前記作動チャンバの頂壁の
中には水噴き機構が固定的に嵌め込まれ、前記水噴き機構と前記鋼管とがプラスチック水
管により互いに連通するように設置され、前記洗浄軸の底端には洗浄盤が固定的に設置さ
れ、前記洗浄盤の底端には洗浄綿が固定的に設置されている。
【発明の効果】
【０００８】
本発明の有益効果は：本発明は構成が簡単で、操作が便利であり、回転盤機構により皿の
回転を実現でき、皿を洗浄機構の底部まで自動的に回転させ、洗浄し終わった後に皿が消
毒乾燥機構の底部まで自動的に回転して乾燥され、手動で転換するステップを省略し、洗
浄機構は皿を押し付けることができ、洗浄に便利を与え、ノズルが皿に水を噴くことがで
き、
皿を更にきれいにする。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
下記に図１～５をあわせて本発明について詳しく説明し、便利に説明するために、下記の
方向を以下のように規定する：図１は本発明装置の正面図であり、以下に述べる上下左右
前後の方向と図１の自身投影関係の上下左右前後の方向とが一致である。
【００１０】
【図１】図１は本発明の子供用皿の洗浄消毒装置の内部全体構成模式図
【図２】図２は本発明の図１の拡大構成模式図
【図３】図３は本発明の中の回転盤の模式図
【図４】図４は本発明の中の洗浄盤の模式図
【図５】図５は本発明の子供用皿の洗浄消毒装置の外観模式図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
図１～５を参照し、本発明の実施例の子供用皿の洗浄消毒装置は、主体１０を含み、前記
主体１０の中には作動チャンバ４１が設置され、前記作動チャンバ４１の中には消毒乾燥
機構４２が固定的に設置され、前記消毒乾燥機構４２が皿４４を乾燥且つ消毒でき、前記
消毒乾燥機構４２の底端には消毒ノズル４３が固定的に設置され、前記作動チャンバ４１
の中にはまた洗浄機構６０が設置され、前記洗浄機構６０は前記皿４４を洗浄でき、前記
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作動チャンバ４１の下側には底部チャンバ３５が設置され、前記底部チャンバ３５の中に
は回転盤機構７０が設置され、前記回転盤機構７０がスライダ２３のスライドに動力を提
供でき、前記作動チャンバ４１の頂部には滑走チャンバ２４が設置され、前記スライダ２
３が前記滑走チャンバ２４の中にスライドできるように設置され、前記滑走チャンバ２４
の上側には頂部空きチャンバ１７が設置されている。　　
【００１２】
有益なまた例を示すように、前記回転盤機構７０は前記底部チャンバ３５の底壁の中に固
定的に嵌め込まれた動力モーター４０を含み、前記動力モーター４０の頂端には動力軸１
４が動力が伝達できるように連結され、前記動力軸１４の外壁には底部動力プーリ３９が
円周方向に固定的に設置され、前記底部チャンバ３５の頂壁の中には回転盤軸３７が回転
できるように設置され、前記回転盤軸３７の底端には底部従動プーリ３６が固定的に装着
され、前記底部従動プーリ３６と前記底部動力プーリ３９との間は底部ベルト３８により
動力が伝達できるように連結され、前記回転盤軸３７の頂端には回転盤３２が固定的に装
着され、前記回転盤３２の頂端には二組の凹溝３３が設置され、前記凹溝３３に前記皿４
４を置くことができ、前記作動チャンバ４１の底壁には排水溝３４が設置され、前記排水
溝３４が前記凹溝３３と互いに連通しており、前記滑走チャンバ２４の片側には伝動チャ
ンバ１１が設置され、前記動力軸１４が前記伝動チャンバ１１を貫通して上方へ伸びてお
り、前記動力軸１４にはまた動力ベベルギヤ１２が固定的に設置され、前記動力軸１４の
頂端には前記頂部空きチャンバ１７の中に位置している頂部動力プーリ１５が固定的に設
置され、前記頂部空きチャンバ１７の中にはスプラインスリーブ２１が回転できるように
設置され、前記スプラインスリーブ２１の外壁には頂部従動プーリ２２が固定的に嵌め込
まれており、前記頂部従動プーリ２２と前記頂部動力プーリ１５との間は頂部ベルト１６
により動力が伝達できるように連結され、前記伝動チャンバ１１と前記滑走チャンバ２４
との間には横軸１８が回転できるように設置され、前記横軸１８の片側末端には第一ベベ
ルギヤ１３が固定的に設置され、前記第一ベベルギヤ１３が前記動力ベベルギヤ１２と噛
み合うように設置され、前記横軸１８のもう一つの側の末端には第二ベベルギヤ１９が固
定的に設置され、前記滑走チャンバ２４の中にはフェースギヤ２０が回転できるように設
置され、前記フェースギヤ２０が前記第二ベベルギヤ１９と噛み合っており、前記フェー
スギヤ２０が前記スライダ２３と噛み合うように設置されている。　　
【００１３】
有益なまた例を示すように、前記洗浄機構６０はまた前記スライダ２３の頂端に固定的に
嵌め込まれた洗浄モーター５２を含み、前記洗浄モーター５２の底端には下方へ伸びてい
る洗浄軸５８が動力が伝達できるように連結され、前記スライダ２３の中には洗浄動力チ
ャンバ５６と中部チャンバ５７とが設置され、前記洗浄動力チャンバ５６の底壁には下方
に延びたすべり軸受５５が回転できるように設置され、前記すべり軸受５５が前記洗浄軸
５８と回転できるように装着され、前記すべり軸受５５の頂端には圧着ベベルギヤ５４が
固定的に装着され、前記中部チャンバ５７と前記洗浄動力チャンバ５６との間には第一回
転軸５１が回転できるように設置され、前記第一回転軸５１の一端には第三ベベルギヤ５
３が固定的に設置され、前記第三ベベルギヤ５３が前記圧着ベベルギヤ５４と噛み合い、
前記第一回転軸５１のもう一端には第四ベベルギヤ５０が固定的に設置され、前記スプラ
インスリーブ２１の中にはスプライン軸４８がスプラインにより連結され、前記スプライ
ン軸４８の底端には第五ベベルギヤ４９が固定的に設置され、前記第五ベベルギヤ４９が
前記第四ベベルギヤ５０と噛み合っており、前記スライダ２３の底端には両側に対称的に
設置された支持板２７が固定的に設置され、二つの前記支持板２７の底端にはいずれも鋼
管２８がヒンジにより連結され、前記すべり軸受５５の底部延伸部分の外周にはネジ山ブ
ロック４７がネジ山により連結され、前記ネジ山ブロック４７と前記鋼管２８との間はコ
ンロッド２９を通じてヒンジにより連結され、前記鋼管２８の一端にはノズル３０が固定
的に設置され、前記鋼管２８の底端には押し板３１が固定的に設置され、前記作動チャン
バ４１の頂壁の中には水噴き機構２５が固定的に嵌め込まれ、前記水噴き機構２５と前記
鋼管２８とがプラスチック水管２６により互いに連通するように設置され、前記洗浄軸５
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８の底端には洗浄盤４６が固定的に設置され、前記洗浄盤４６の底端には洗浄綿４５が固
定的に設置されている。
【００１４】
初期状態において、スライダ２３が最大限に上方へ向く状態にあり、これにより洗浄綿４
５を上方へ向く状態にある。
【００１５】
作動する時、最初に皿４４を凹溝３３に置き、次に動力モーター４０を始動し、動力モー
ター４０が底部動力プーリ３９を連動させて回転させ、底部従動プーリ３６を回転させ、
底部従動プーリ３６が回転盤軸３７を連動させ、回転盤３２を回転させ、回転盤３２が凹
溝３３に置かれた皿４４を洗浄綿４５の下方まで回転させ、これにより動力軸１４が動力
ベベルギヤ１２を連動させて回転させ、第一ベベルギヤ１３を回転させ、更に横軸１８を
回転させ、フェースギヤ２０を連動させて回転させ、更にスライダ２３を下方へ移動させ
、更に洗浄綿４５を皿４４に当接させ、これにより頂部動力プーリ１５がスプラインスリ
ーブ２１を連動させて回転させ、これにより第五ベベルギヤ４９が第一回転軸５１を連動
させて回転させ、更に第三ベベルギヤ５３を回転させ、すべり軸受５５を連動させて回転
させ、ネジ山ブロック４７を上方へ移動させ、更に押し板３１を皿４４に引っ掛からせ、
これにより洗浄モーター５２が起動し、洗浄綿４５が皿４４を洗浄し、水噴き機構２５を
始動してノズル３０に水を噴かせ、洗浄し終わった後、動力モーター４０を逆方向へ回転
させ、更に回転盤３２を逆方向へ回転させ、この時に消毒乾燥機構４２を始動し、これに
より消毒乾燥機構４２が皿４４を乾燥し消毒する。
【００１６】
本発明の有益効果は：本発明は構成が簡単で、操作が便利であり、回転盤機構により皿の
回転を実現でき、皿を洗浄機構の底部まで自動的に回転させ、洗浄し終わった後に皿が消
毒乾燥機構の底部まで自動的に回転して乾燥され、手動で転換するステップを省略し、洗
浄機構は皿を押し付けることができ、洗浄に便利を与え、ノズルが皿に水を噴くことがで
き、
皿を更にきれいにする。
【００１７】
本分野の技術者が明確できるのは、本発明の総体精神や発想から離脱しない場合で、以上
の実施例に各種な変形ができ、それらの変形がすべて本発明の保護範囲にある。本発明の
保護方案は本発明の権利要求書を標準とすべきである。
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