
特 許 と 新 案

日立製作所では所有している全部の特許一笑用新案を全て

有償開放しております｡

このリストには,日立製作所所有の特許･実用新案で,日

立製作所が実際に使用したものの中から,選んで掲載いたし

ました｡

なお,照会･実施のご希望のございます場介は,右記まで

ご連絡願います｡

■ シリコントランジスタ

照会先:田内関係･日立製作所特許部特許営業グループ

･海外【美】係･日立二製作所匝1際事業部l攻木部

活
叶

E

㌧上

一て■

′-

(03)270-2111(大代表)

〒100 東京郡丁一代出トニ大手町2-6-2(日本ビル)

登録番号 公告番号 名 称 登録者号 公告番号 名 称

特311608 38-6411

44-29730

トランジスタ雑音指数測定装置

銀卸寸け方法
l

特 515175 42-23210 半導体素子の製造法

特574256 実 591133 39-20733 熱的結合を施した半導体装置

実816419 41-10575

l

半導体装置
■

実 792708 40-505 複合型半導体装置

特580345 45-3814

41-22590

一半導体装置 特 540583 43-15724 ステムの製造法

実 860502 半導体装置 特432395 38-1792

41-1216

*占性流.体の充唄装置

実 891527 44-15953 抵抗溶接装置の電瞳構造 尖 808174 半導体素-‾r･の封山二装置

芙767691 38-4219 斗導体装置 特 540567 43-21381 半i年休装置の整送装置

芙 飢6420 41-10576 半導体装置 実 851227 43-2110
･半導体装置の製造業置

特572248 43¶15726 半導体装置
■

特629527 46-19531 溶接切断法

特596207 45-22857 半導体製品の試験装置 特585973 44-18658 さll導体雪た流素十ペレットの製造法

特622552 46-2702 半導体素子の処理法
l

特480030 41-5541

43-10764

さi仁導体整流責了一試験装置

特625724 46-12889 溶接法 特533382 半導体装置の製造法

実934730

45-20827∈
半柳那 特 507092 41-11692 半導体装置の製造方法

特558803 44‾10612l‾､ド導体装置の組立那 l
実 859991 43-10513 シリコン半導体素子

■lC

登録番号 公告番号 名 称 ∃
l

登録番号 公告番号 名 称

特594606 45-17976 フリッ7らフロソプの駆動回路
l

【

特609795 45-34123

45-29256

43-27084

45-16733

笥二囲与もオ､ス供給装置

特636631 46-26123

46-11933

44-14492

45-16732

写真蝕別法 特603744 半導体装置の保護被膜処理法

特624768 )-†′こ導体装乙耳の製法 】 実 872179 半導体ウエハ【乾燥装置

特5別)347

特601582

半導体素了･およぴその処理ノブ法

写真処理ノJ法

特591884

l

写真処理方法

■ サーミスタ

登鐘番号 公告番号 名 称 【 登録番号 公告番号 名 称

特252886 34-1239 熱的負性抵抗体 ⊆ 特254724 134-2883 熟的負作抵抗体

特287883 36-11469 サーミスタ嘉一‾f一の製法 l 特251769 33-10631 熱的負性抵抗体

特481607

実803421

39-8583

40-31148

酸化物-γ導体
r

lガラス封人サ】ミスタ素十

特296609 36¶20315

l

酸化物半導体

】

■ ゲルマニウムトランジスタ

登録番号 公告番号 名 称 l 登録者号 公告番号 名 称

実 922461 45-18172 半導体装置用ステム 臣特474901 40-27144 半導体装置

特540576

特440051

43【21374

39-15876

半導体袋帯製造法及びその製造装'

芸;………;;l:三二;…;…3
半導体装荷の組立装置

置 半導体装置用ステムの製造法

半導体装置の製造方法 l 実 817816 41-6663 半導体装置

特558812 44-10418 半導体装置の検査法
l

特478081 39-19827 半導体装置の製法

特450217 39-25001
-､l一三導体素子の処理法 特488278 41-13175 半導体装置の製造方法

特452908 39-27945 微小部品の要さ送方法 持 513054 42-19024 半導体装置

特454997 40¶5179 トランジスタの製法
l特620570

45‾37406 連続単結晶成一k‾〟法および装道三
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特許 と 新案

日立製作所では所有している全部の特許･実用新案を全て

有償開放しております｡

このリストには,日立製作所所有の特許･実用新案で,日

立製作所が実際に使用したものの中から,選んで掲載いたし

ました｡

なお,照会･実施のご希望のございます場合は,才｢記まで

ご一連絡噸います｡

■ ゲルマニウムトランジスタ

照会先:田内関係･日立製作所特許部特許営業グループ

海外関係･日立製作所国際事業部秋本部

1宜 講:(03)270-2111(大代表)

住 所:〒100東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル)

登録者号 公告番号 名 称 登毒量番号 公告番号 名 称

特515039 42-21450 真空吸引移送装置 実 855048 43-5486

42-26074

電子部品等の電気的特性測定用ソ

実841385

特416146

42-14730

38-12956

連続加熱炉

半導体装置の組立装置 特 518164

ケット

インデックステーフナル

特474903

特416145

特482796

40-23739

38-12957

41-8545

微小部品の装唄装置

半導体装置の組立装置における線

送り装置

特416144

特528595

38-12958

43-9092

半導体装置の組立装置における線

送り装置

半導体素子の製造方法

半導体装置の組立装置 特515197 42-20886 半導体素子の製造方法

特513981 42-24137 半導体装置の組立装置 特444142 39-22555 半導体装置移送治具
実 849257 42-21684 連続炉におけるカ○ス導入装置

l実819833 40-35322 電子部品引出装置

■ シリコンダイオード

登鞘号』公告番号
名 称 言登銅号 公告番号 名 称

特540611 43-21384 整流器の寿命試験回路装置 実852685 43-3717 半導体装置
実894143 44【17300 半導体装置 実 882614 44-6768 半導体装置
実591327

特468184

41-8588

40-20737

極性を有する担]路部品特に半導体 特603785 45-28809 走電圧素子

装置

部品裳唄方法

特622572 46-8260 定電圧ダイオード

特553927 43-25362 半導体薄片の製造法
実781292 40-6674 治 旦 実749967

【

38-18431 半導体整流素子

■ ゲルマニウムダイオード

登録者号 公告番号 名 称 登録番号
.公告番号 名 称

特486039 41-11190 ダイオード製造方法 特 603791 45-29254 針電極溶接法

特 580415 45-4146 ポンド型ダイオードの製造法
F

実 825936 41-23153 半導体装置

■ 電界効果トランジスタ･その他

登録番号 公告番号 名 称 登録者号 j 公告番号 名 称

特舶0012 41-3418 半導体装置の製造方法 特444134139-22546 半導体装置の製造方法(ホトセル)
特544281

特574284

43-26820

44-27540

電界効果トランジスタの熱抵抗測

芸芸型電柵果トランジスターl

特 314834

l

35-13786 トランジスタ回路の温度特性補償

装置(パリスタ)

l

■ カラーブラウン管

登録者号 公告番号 名 称 登録者号 公告番号
r

名 称

実885143

特480021

特313368

43-2107

41-3418

38¶12676

カラーブラウン管

けし､光面形成方法

角型カラー受像管

特462699

特545459

40-10853

43-27074

44-6188

43-26152

42-9206

カラー′受像管用シャドウマスクの

製法

カラ"ブラウン管
特423583

特433567

特462197

38-23732

39-8282

40-11147

多孔マスク型カラーテレビジョン

′受像管

シャドウマスクを共臓せるカラー

テレビジョン･受イ象管

シャドウマスクの製作方法

特553295

桔577557

実836480

後段色選択型カラーテレビジョン

受像管

カラーブラウン管のシャドウマス

ク保持構体

ビ【ムインデックス型カラー′受像

l. 管
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H‖‾AC8150ビデオ端末システム

A-541形ビデオ デー一夕 システム(11

下VD Sと略す､)は,小火プログラム

こ了.iたにHELPIl(HitachiEffective

Library of ProgrammingIIの略称

でHITAC 8150システムのために開発

きれた簡易言.一汗テンステム)を他用して,

HITAC 8150システムと接続されるオ

ンライン ビデオ端末システムであり,

全盲講形J℃による帖幸朋命索､フ7イルの

盲巨新を什う問ナナせ応答,デrlタ収集な

ど巾由Jユこし､すンライン アプリケーショ ン

分野に仙川することができる｡

本システムは,区=に示すように端

末J糾御装‾;こて一三としてのビデオデー一夕 コ

ントロ【ラ(以下VDCと略す),ブラ

ウン管衷ホ部とキ【ボードから成るビ

デオ テ㌧一夕 タ=ミナル(以1丁VDTと

略す),ハーード]ピーー｢川プリンタとして

のビデオ モニタ ピリンタ(以▲FVM

Pと略す)かノブ成る｡本システムの枯

木肺戊は,VDC,VDT各1子iより

成り,他はすべて付加機音詩である｡V

DCは､VDTをj泣人4子iまでr糾御す

ることができる(〕

図l ビデオ データ

ターミナル外観

表1 A-541形VDS主要仕様

腰

項 目 イ士 様

通信方式

通信速度

VDCト芸≡冨慧数｢
う寸法(m.｡)1
;表示文字数

t室垂軍準_
V D T;表示文字質

〔軍票諾
印字方式

印字速度

印字文字数
V MP

半二重,調歩同期方式

】′200./ノ2′400 ビット//秒

交ン充回線′/■直)充回線,l回線

ビデオ チータ ターミナル 最大4台

高さ 700>ぐ幅 500ゝく奥行6615

l,024文字(64文字′/行末16行)

127種(英数字,片イ反名,記号)

7:イ 9 ドット マトリックス

12m,緑(文字色)

高さ 37〔)1<幅 480×奥行 550

インク ジェット方式

L 約 33文字/秒

.8(〕字.′■行
寸 法(ml¶) 高さ 205ニく幅 480×奥行 500

HITAC 8150システムは,VDSをゴ泣

人4システム(従って､VDCは姑大4子i､

VDTはj弦大16千言)まで接続‾叶能である｡

1.主な特長

(1)HELPIIをイ射11することにより,

中火側のユーーザー プログラムの作bkが

悔めて字妄易であり,オンライ ンシステ

ムを乍止瑚一子りで′実用▲することができる(⊃

(2)オペレータの操作惟向上のために,

各村の向lわ愉弓集機能を備えている｡

(3)VDC～VDT-け】の距離を600mま

で離すことができる♂)で,VDTの設

｢ドナ坊巾が放7†三していても,簡単に設置

することかできる｡

表lに本VD S c7､)十要仕様を,図1

にVDTの外観を示す｡

(【h上菅当作テ叶 ]ンピュータ第_二事業部)

ミニ コンピュータHITAC20

HITAC 20はI卦ヰ三ミニ コンピュー

タで糾めての応川システム記述けj戸i純

音‡語をもち,ハードウェア及びソフト

ノ7_Lアをモジューール化lノ,拡り上之竹三を強

化した新形ミニ コンビュー一夕である

(図=‥

HITAC 2(川一に新たに開発Lた高根

子詣吾PLUS(プログラミング ランゲー

ジ フォー ユーザース システム)は,P

L/Ⅰ木‖当のシステム記述用コンパイラ

こ言語である′､

1.主な特長

(1)HITAC20(7)処Jlfl装‾辻引ま,マイク

ロ プログラム制御方∫℃によりコンパク

ト化している｡史にi手動′ト数ノ郎吊界恍

構,ハーードゥェア デバ､ソグ機純などの

付加機帖,及び人･川力制御機構はす

べてモジュール化し,これJJグ)組子ナせ

によりシステム帖成の臼由佳を■‡!Tjめて

いる∩

(2)ノ上帯削凋な端末群を,効‾ヰくよく制御

する+満内デー1タ†∠二送システム(128f了ま

での端末の+妾続が叶能で,ケ【ブルは

2kmまで可)を新しく

l呈i+発した(､

(3)ソフトウェアはデ

ータ符J叩プログラム,

通†‾i言プログラム,入･

州力制御などグ)こ糾御プ

ログラムを概能別にモ

ノューール化しており,

プログラムの一拉過イこ】■tい戊

を行なえる.ようにして

いるい

(4)オンライン アプリ

ケーショ ンにむ対応で

きるようにLており,

HITAC 8000シリーズ､

Mシリーズとの接続は

芥易である｡

2.主な仕様

二i‾三な什一様を表1に′Jミ

す｡

′′熊

甥顎一覧≡要､

蔽撃警撃華

賢毒

区= HlTAC 20システム

表】 ミニ コンピュータHITAC20仕様

三傑

項 目 仕 様

メモリ サイクルタイム 650ns

メ モ リ 容 量 8～64K言吾
‾‾十‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾

蔓五 長 1 -6ビット＋2パリティ

命 令 数 l 90十3Z付加命令

汎用レジスタ

命令実行速度

16

加減算0.72/ノS

乗除算8ヘー13/`S

割 込 レ

寸

石義気ディス

±÷‾‾1■
ク容量

ラ五

10レーヾノレ

高さ315×幅498×奥行616(mm)

高さ465×幅498×奥行616(mm)*

最大ZOM語

基本及び拡張アセンブラ

FORTRAN PJUS

〉主:* は大形機
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HITAC85ビリングアカウンティングシステム

HITAC 85ピリンブ アカウンティ

ング システムは,HITAC5に代表き

れる小脱脂乙･スタンド アロン タイプ

のどリ ン グ マシン セHITAC 8150に

代来される′ト形EDPシステムとの小

I己りに仙二‾ii-ち三L,二のl川の帖泣こし､ユーーサーー｢

こ一れニー来秋に対処するためにIi日子己さ

れたf∠ミ一三?ミヲ己了卜会i汁■Jナ務処即システム

である(図1)り

1.主な特長

(1)多様な人･出力装iと壬を一束軟に制御

L,す/＼レーク推作什グ〕向__卜をト司るフ

ァームウェア71i】j御マイクロプロセリサ

･と
225′ト/行の帖‥ユニプラテン,貴之人150

ノj一二/秒で順･逆ノノ向【二】j字叶能なiれ埴マト

り･ソクて プリンタとをベースとするしつ

(2)セカンドトラクタ装吊三をオプショ

ンとLて什〃‖L､∴つの連続帳票をユ1謀

り拭える.｡

(3)柿々の中柴,放びう〔州ミの‖刺仲人,

自動行化i取殺1主可1詑キ川つのポケ‥ノト

をもつデュアル フロント フィード装

道をすプションとして付加し,車日放の

ノ亡帆 仁三栄を｢小けにl-′l泉州+に処押する

ことができる‥

(4)マフ､'しジャ恍偶をオプションとI一

てデュ7'/レ ブロント フィート装･FF=二

付加することに.よI),従火のノ亡帳♂〕み

でち▲く,什‾llrtr512バイトで内向イ刺二目で

きる3師部享の磁1(元帳が収り扱える｡

(5)小形･.叶件能なミニ カセット テ

ープ■普きて乙乍,フロッピディスク装ポ,紙

子ープi琉汀綿毛,紙テ〉-プせん孔佗のほ

t

か,:付火磁1ミディ スク,ラインプ】ノン

タ,どリングクーー一三十ルなどの器1･;寸な

人･=力某;_;一子がユーザーー一業袴グ)多様化

に応じて筒一単に月立り付け↓:Jれるようi汁

F和されている._､

(6)ユーーザ‥ランゲージとして簡易で

汁L川件のあるRPGlIをサボーートしてい

る♂‾)で､簡一弾な.満門でだれでもHI｢rAC

85をイ与川jすることができる｡′

(iト｢(;き幻1ミJ叶 コンビ_-J_一夕範

図I HITAC85

ビリング アカ

ウンティ ング

システム

607形日立カラーアナライザ

近r卜,り七料･りさ色+1某をはじめ,碑

料･プラス十いノク･lて】j川･菜.与.ト食ん1

_1二濃など泣こ純な椎柴分町で,り二確な色
彩iEりシLによる品質腎珊の必要仰が詰ま

つている.っ この要求にこたえて,■舟什

能でLかも安価な州色システム,607形

iトンニカラーアナライザ(図1)を′ノこ戊

Lた√〕

1.主な特長

(1)油土純一i性,佗び池上壬純性の似れた

分_)L許ニ‡を採川してJぅり,Lかも 300～

湧遥

図1 607形日立カラーアナライザ
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軸
物

800nm(ノ‾)Jムい池上三縄1川を州;とできる｡

(2).三+一川･をl_′Ⅰ色)とで拡散1†巧‖りするブナ式

をJi卜､ているため､非けい)L什∴.-じ料は

もちろん､けい北什.i∫し料をいトニ確に測

1よできるり

(3)拙作は人帖にr-rl軌化されてよ;り,

粂什の.言没1上やその他のすベレーーーション

はワンク･ソナで了j二左･える｡

(4)∴刺激イ=㌦l一号㌔ 色-ノ仁･カラー｢マ‥ノ

ナング.汁許などのデータ処押装ii-■貢がみ

仲川ノコてされて才jり,ト]的にでトブた規イこ仁‡

グ)システム仙境ができる‥

2.主な仕様

十な什様を表1にホす_

3

1

2

3

4

5

6

607形のデータ処王里システム

ニコ ン ヒ｢_-一夕 ン てテム

机テ=プパンチャ システム

王にJ′-J一い;iし汁符恍システム

ニ刺7放仙‖卜符イ雉

ディ ジタル し コーダ

Ⅹ--Y.言+克郎卜

〔11､一′二r阜望什1叶

表1607形日立カラーアナライザ仕様

項 目 仕 様

分光器

照明光

判定三度長範囲

単色フ店長幅

三度長精度

サンプリング間隔

グレーティングモノクロメータ

ハロケ､ンランプ120W

300--800rlm,380--780rlnl.400---70011nl

5‖｢†1

10.5†11†1

10√1nl,20rlrTl及び連糸売
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日立パーソナル型冷蔵庫(R-69E,R-78A)
泣近のi令j哉樟は有効内谷稽が170Jク

ラスの宗なし2ドア冷i束冷蔵唾が主†克

となっている｡しかし一方では,内容

積が80J以下で,独身者やホテルの個

三重などの用途として,いわゆるパー【･ソ

ナル タイブの冷蔵樟の需要も根強いも

のがある｡パーソナル タイプの冷蔵庫

としては,憫ノ11三的感`菟でi窒択できる冷

蔵庫が二安求される｡

】】円利150年J空発売の【J立パー･-ソナルナ弓■ユ

冷J射幸R-69E形及びR-78A形は,上記

のような要求に対J芯してヤング向きの

デザイン及び外装色とした冷蔵嘩である｡

図_1にR-69E形の外観を,図2にR-

78A形の内観を,また,表1に主な仕

様を示す｡

卜 主な特長

(1)外装色はインテリアとしても調和

がとれる木目ノ家具調(R-69E形)及び

ヤンググ)ファッション カラーであるシ

ャイ
ン イエローとフレッシュ グリー一

ンの3軽業頁をそろえたカラフルな冷蔵

嘩である｡

(2)キー付きであるため独身者向けの

ほか旅館,ホテルなどの業務用として

も便利である｡

(3)製氷が退いアルミ製氷皿付きである｡

図l 日立パーソナ

ル型プ令蔵庫(R-69E形

夕十観)

表l 日立パーソナル型冷蔵庫の主な仕様

(4)外装色にマッチした黒色レザ”タ

ッチのテーブル付き(R-78A形)であ
る｡

(l+立製作所 一家庭電化事業部)

も′㍗∧

く『

;､上j‥⊥ヲ

仙川蔓J一義サ首ン′ヨて姜∴葵､召′J〃箋′∋づ

図2 日立パー

ソナル型冷蔵庫

(R-78A形内観)

項 目‾------､-＼＼形
式 R-69E R-78A

有交力内容積(り

外形寸法(mm)

48 60

高さ475×幅500×奥行565 高さ830×幅455X奥行485

外装色調

こ1三三､二子;ニラ禁よ∴ユr
シャインイエロー

フレッシュグリーン

霜 と り 方 式 自然式(手動開始,手動終了) 自;然式(手動開始,自動終了)

イ寸キ

テーブル

イ寸

1

付

電動機消費電力(50′/60Hz) 8り-81W 8し/引W

製 品 重 量(kg) 23 30

型式認可番号 ∇9卜10395 苛79ト10395

R-205TP形日立冷凍冷蔵庫

一家庭て竜1t拳法品には低利さ,侍し-やす

さといった面で†蚕れた機能をもってい

るだけでなく,維持費が少なく,経折

的であることが要求されている｡

昭和50年†空の新形冷蔵嘩として発売

したR-205TP形日立二i令i束冷戚嘩(図

1)は,アイスポケットや大形霜なし

フリーザーを備えてし､て似いやすいだ

けでなく,新たに桁算タイマによる霜

取り方∫(やフり【サーブ且伎調節ダイヤル

を採用することによって,昭和49年度

製品より更に節電を阿っている｡

1.主な特長

(1)フり-ザーのドアを開けずに氷が取

り出せるアイスポケット付きである｡

貯水容器には製氷皿2皿一半分の氷を

ストックでき,氷を]救りHiすためのト

ングも付いている.⊃

(2)サーモレーーダとダンパの働きでi令

蔵書ミへ送る冷気の呈を自動的に調節す

る自動ダンパを採J召している｡

冷歳三ミのサ】モレーダー1がi令歳事ブ温

度の変化をキャ･ソナLて,ダンパを開閉

し,必要なだけのi令気を冷蔵宇に送り

込むので,冷㌔ミのむだ傾いがない｡

(3)間才妾冷却方式を才采用しているので,

フリーザ】に薪が付かず,冷却器の霜取

りも自動的に行なわれるので,手間が

かからない｡また,霜取り巾もj令i東食

品の保存を中断する必要がないので,

フリーザ【を有効に活用できる｡

仁ニLjここ:エここJ取

図I R-205TP形日立フ令凍冷蔵庫

lltt一一一丁一

表l 日立冷凍冷蔵庫(R-205TP形)の主

な仕様

項 目 仕 様

有効内容積

外形寸法

l了OJ(うちフリーザー42り

高さ132×幅52.5×奥行64(cm)

重 量 64kg

電 源 100V 50/60Hz

(4)梅雨時など湿度の高い季節以外は

琵付防止ヒータを切って電気代を節約

できるスイ ッチ付きである｡

(5)フリーザーの使用目的にfナわせて

子息度を変えられるフリーザⅦ子息度調節

ダイヤル付きである｡

製氷やホームフリージングを急ぐと

きは,フリーザー温J空をイ氏くすること

ができ-る一方,J令i東食品を長期保存す

る必要がない場†ナは,フリーザーi温度

を高く調節して,電気代を節約できる｡

2.主な仕様

主な仕様を表lに示す｡

(【1上製作所`家庭電化事業部)
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日立サイドフリーザー型冷凍冷蔵庫(R-586B形)
1‾ミ清水準の向_卜に什う食叶.括の｢叶卜

と冷凍魚品の普及により,大容量のフ

リー一サーを備えた人形の冷凍f令J掛車と

して､似いやすいサイドフリーザー巧■壬

冷i東冷蔵樺の需∴安が岬加してきている-二.

日‾くこく製作所は,l】r拝口45年僅に有効内

容柿405Jの我が何では初めてのサイド

フリーザ【1モー壬i令i射精戚嘩R-5430FB形

をヲ邑尤Lた｡この冷i束冷蔵嘩は大容量

のフリーザーに前の付かなし､i令1も強制

循環i令+≡r】方1℃を採用し,?令嬢食品の壬主

糊付■仔に使れた機能を写邑揮Lて‾1い湯で

好評を博してきた.〕

哨郁50年度には､更に大形の有効内

苓横526JのR-586B形を発売した｡図

lにR--586B形の内観を､表1に‾i二な

仕様をホす｡

1.主な特長

(1)有効内谷柿526=フリーザ=177J)

のフリーザーに霜の付かない冷1も強制

術環方式の大形冷i東冷蔵嘩である｡

(2)ドアは似いやすい両開き式である｡

(3)手技の中にはめj生んで†射IJできるビ

ルト イ ンタイブである(､

(4)i古い空調節器とダンパを他用した2

iエ.し便利御‾方式でフリーザーと冷蔵宅を

別々に粘度利子卸できる〔､

(5)湿腔の高い夏季以外は外柿の霜付

防止ヒーータを一切って,電乞毛代を節約で

きる詣付i;_ん止ヒータ｢人+｢一札+スイッチ

付きである｡

表】 日立サイドフリーザー型冷凍冷蔵

庫(R-586B形)の主な仕様

項 目 仕 様

有効内容積i

フ√二‾ザニ｢

‾⊥互恵-
定 格

総合消費電力

製 品 重 量

型式認可番号

5Z6/

177/

349J

l′645nlm

775mm

740mm(ハンドルを含まず)

100V-50Hz/l15V-60Hz

294ノ′′321W(電動機運転時)

23/33 W(電動機停止時)

676/958W(霜取り時)

】35kg

苛79卜9385

(6)舟性能断熱材である硬質ポリウレ

タンフォームを用いた薄壁形である(〕

(7)食品の大きさや容器の大きさにんむ

じて棚の問l;崗を自由に調節できるカン

チレバー式棚である〔)

(8)椎動が簡単にできる格動申輪付き

である｡

=1_､ンニ∫鮎作所有庭′.[こ化守‡某部)

磨軒､

妙醸.′‥

図l 日立サイドフリーザー型冷凍;令蔵庫

(R-586B形内観)

RW-2001P形日立ウオータークーラー

ウオータークーーラーー｢は,水道‾血結形

とボトル彬とに人別される｡ボトル形

は肘ナ､j‾配管二l二弔が不要であるなどの柑

fこ主があるか,給水する干l言口がかかる欠

ノ;‡をイデLている｡

特に寸ワイス,1二+教 組打,遊技上凱

か､ソリ ンスタンド,′了二校など多くの人

が利=するところでは､ボトル形より

魯
図
】
R
W
-
2
0
0
1
P
形
日
立
ウ
オ
ー
タ
ー
ク
ー
ラ
ー
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も,給水する‾flぎーりがかからない水道直

縦形で人客員のりす一夕ークーラ【に

対する要求が強い｡これらの要求に応

じてrjH発したのが図1に示すRW-2001

P形日立りす-1タークーラーである｡

二れは従来の大容量RW-2002P形に代

わって,i令却タンクの構造‾変更による

冷却効率の向l∴ 軽量化,及び標準化

をい対った聾望11‾7-であるr,

1.主な特長

(1)押しボタンのほか足踏ペダルでも

操作できる噴水式強力形である｡

(2)水′受皿に設けた水はね【;ガl卜周の山

が人きいため,水はねがなく,非′パ=二

滑らかで飲用に清涼感を与える-｡

(3)冷畑タンクは最高級の18-8ステン

レス鋼枇を位印し,その内側にパイプ

形蒸発器が入っているので,衛生的で

あるとともに熱交換も効率良く行なわ

れる｡

(4)供給水の水圧が変動しても,拐己量

調節装置で流水量が常に一一定に調節さ

れる｡

表I RW-2001P形日立ウオータークーラー仕様

項 目 仕 様

冷
凍
サ
イ
ク
ル

流
水
系
統

圧 縮 機

消費電力

電 …原

温度調節器

ノ令却タンク

流水開閉弁

給水才妾続口

才非水棲市売口

全密閉形 出力200W

28()./290W(50/60Hz)

単相100V 50/60Hz

温度可変式自動作動形

ステンレス鋼板製 8/

押Lボタン,足踏ペダル両用

めねじPTノ指

めねじPTl光

性能

製品重量

外形寸ン去

型式認可番号

約4----12Ccのノ令水取出可能

4了kg

幅385※奥行455X高さl′045(mm)

▽91118柑

(5)顧客の好みによりコップサMビス

が可能で,グラスフィラーやコップ置

きスタンドが拝‾_史販売品として川音さ

れ,本体に取り付けられるようになっ

ている｡

2.主な仕様

主な什様を表1に示す｡

=lJエ馳作ナ叶 商.訂1事業部)




