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(extract)

名　　　　称 登録番号

■バスケット型特許

3190934

3293751

3012237

3876238

ZL200410071232.2

10-0739029

液位検出装置（フロート式）

バスケット型遠心分離機（GMP対応角型）

掻取装置（ベローズ破損検出）

残留ケーキ剥離システム

新型残留ケーキ剥離システム

Liquid level detecting device (Float type)

Basket type centrifuge (Rectangular casing for GMP)

Scraping device (Breakage detection of bellows)

Residual cake removal system

New residual cake removal system

Basket type

Patents

3876238

中国特許
China patent

韓国特許
South Korea patent

■デカンタ　マルチステージ　デ・コーン型特許

2121659

2542291

2717919

3145935

4383424

3331333

3387905

3610032

Decanter Multi-stage and De-cone type

連続遠心分離機（CR型）

コーン型連続遠心分離機における脱水ケーキ付着防止装置（アコーデオン式）

コーン型連続遠心分離機における脱水ケーキの洗浄装置（高ケーキ洗浄式）

コーン型連続遠心分離機（スラリー衝突リング）

CIP.SIP浸漬洗浄型デカンタ連続遠心分離機

デカンター型連続遠心分離機用スクリュー（チップ式スクリュー）

コーン型遠心分離機のバスケット（三角リブバスケット）

連続遠心分離機（マルチステージ型）

名　　　　称 登録番号

特許申請中
 Patent Pending

Continuous centrifuge (CR type)

Antisticking equipment of dewatered cake for cone type continuous centrifuge (Accordion type)

Washing equipment of dewatered cake for cone type continuous centrifuge (High efficiency cake washing type)

Cone type continuous centrifuge (Slurry impact ring)

Decanter horizonal centrifugal separator CIP/SIP dip-cleaning type

Scroll for decanter type continuous centrifuge (Tip type scroll)

Basket of cone type centrifuge (Triangular rib type basket)

Continuous centrifuge (Multi-stage type)

■ろ過乾燥機型特許

3599703

Filter/Mixer Dryer

粉体全量排出型（ガスナイフ）
名　　　　称 登録番号

Complete discharge system (Gas knife)

■超高速式遠心分離機 Ultra high-speed centrifuge

ケーキ全自動排出
名　　　　称 登録番号

Fully automated cake discharge

 Utility models

■デ・コーン型実用新案

コーン型遠心分離機のバスケット（二重バスケット） 2096305

De-cone type

Basket of cone type centrifuge (Double basket)

名　　　　称 登録番号

あらゆる産業分野で
タナベの製品が活躍しています。

タナベの製品のご愛顧先は、国内・海外の主要な産
業全般にわたります。それは、あらゆる生産に固液分
離のニーズがあることを物語っています。同時にファ
インケミカル、セラミックス、希少金属といった先端分
野に潜在する新しいニーズ、さらには地球環境に関わ
る分野など私たちにはまだまだ無限のテーマがありま
す。これからも次代のテーマに向かってタナベはチャ
レンジしていきます。

Tanabe products are used in all major industries of 
the world. This clearly indicates the importance of 
solid liquid separation in the world’s industries.
For existing and future applications in the fields of 
fine chemicals，ceramics，rare metals，etc.
TANABE will be challenging the limits of technology 
and satisfying Customers needs.
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