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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
基台と、中心軸体と、落下姿勢規制部と、中心軸体に挿通された洗濯バサミを取り出す
開口部を備えた取り出し部とを有し、
（ａ）前記中心軸体が基台の平面に対して縦方向に設けられ、
（ｂ）前記落下姿勢規制部が、洗濯バサミの力点部に力を加えると支点部を中心にして作
用点部が互いに離反するように回動するその洗濯バサミにおける前記作用点部と前記支点
部との間に形成される洗濯バサミの空間部に前記中心軸体の上部が挿通する状態になるよ
うに中心軸体に洗濯バサミを装着した場合に、中心軸体の上部から基台の平面に向かって
洗濯バサミが落下するときに、前記洗濯バサミの前記力点部となる部位が前記開口部に向
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かうように洗濯バサミの落下姿勢を規制することを特徴とする洗濯バサミ収納具。
【請求項２】
前記落下姿勢規制部が、前記中心軸体に挿通された洗濯バサミが中心軸体を中心にして
回転するのを阻止する内壁面を備えた壁体である前記請求項１に記載の洗濯バサミ収納具
。
【請求項３】
前記落下姿勢規制部が、前記中心軸体を挿通して基台上で上下に積み重なった複数の洗
濯バサミが同じ方向に向いて重なるように形成された壁体である前記請求項１又は２に記
載の洗濯バサミ収納具。
【請求項４】
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前記落下姿勢規制部は、その上端面が、前記開口部における開口方向に向かって傾斜す
る傾斜端面である前記請求項１〜３のいずれか一項に記載の洗濯バサミ収納具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、洗濯バサミ収納具に関し、さらに詳しくは複数の洗濯バサミを簡単な操作
によってコンパクトかつ整理良く収納することができ、しかも簡単に洗濯バサミを取り出
すことのできる洗濯バサミ収納具に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、特開２０１０−２７４０１３号公報にて洗濯バサミ収納器が提案されている。こ
の洗濯バサミ収納器は「箱型フック構造に平板突起形状を複数枚設定し、箱型フック構造
部を物干し竿や物干しロープに引っ掛け、平板突起形状部に洗濯バサミを取り付ける方式
の洗濯バサミ収納器」（同公報の特許請求の範囲における請求項１参照）である。この公
報の記載からすると、この洗濯バサミ収納器は、ピンチカゴに多数の洗濯バサミを収納す
るときに生じるような、洗濯バサミがばらばらに、かつ乱雑に収納されるという問題を解
決していると思われる。
【０００３】
しかしながら、この洗濯バサミ収納器にあっては、平板突起形状部に、洗濯バサミにお
ける力点部つまり指で摘まむ部位を親指と人差し指とで摘まみ、次いで親指と人差し指と
に力を入れて洗濯バサミにおける作用点部つまり洗濯物等を挟む一対の部位を開き、その
後に洗濯バサミにおける一対の開いた部位を平板突起形状部に挟み込むという操作をしな
ければならない。したがって、この洗濯バサミ収納器にあっては、洗濯バサミの力点に親
指と人差し指とで力を加える作業が必要な分だけ煩雑な作業を要する。さらにまた、この
洗濯バサミ収納器にあっては、「平板突起形状部」に一つ一つと洗濯バサミを手作業で取
り付けなければならないという煩雑さ、「平板突起形状部」に既に複数の洗濯バサミが取
り付けられているときには、「平板突起形状部」における洗濯バサミが取り付けられてい
ない部位を捜して新たな洗濯バサミを取り付けなければならないという不便があると、考
えられる。
【０００４】
一方、特開２００６−２１２３６５号公報には、洗濯バサミ収納容器が開示されている
。この洗濯バサミ収納容器は「薄型の縦長方形からなる洗濯バサミ収納容器の上部に洗濯
バサミを収納する収納口を設け、下部に取り出し口を設ける。収納口に洗濯バサミの逆流
止め突起を設け、連結用差し込み部により容器を連結出来る特徴を持ち、物干し棹に吊し
て使用する洗濯バサミ収納容器。」との記載により特徴付けられている（同公報の特許請
求の範囲における請求項１参照）。この洗濯バサミ収納容器は、同公報における図１及び
図６を参照すると理解することができるように、収納口（２）から洗濯バサミの作用点部
を下にして洗濯バサミを洗濯バサミ収納容器（１）の内部に投入し、最初に投入された洗
濯バサミは図６に示されるように取り出し口（８）から洗濯バサミの作用点部が露出する
ように洗濯バサミ収納容器（１）内に収納され、洗濯バサミ収納容器（１）内に次々に投
入された洗濯バサミは作用点部を下にして積み重ねられた状態となって洗濯バサミ収納容
器（１）内に収納される。
【０００５】
この公報には、洗濯バサミ収納容器（１）内に収容された洗濯バサミを取り出し口（８
）から取り出す方法についての記載がない。この公報に記載された取り出し口は落下防止
壁（９）と称される部位が連設されているので、取り出し口から洗濯バサミの作用点部を
露出させた状態を維持しつつ、洗濯バサミが取り出し口から落下しないようになっている
。ところが、洗濯バサミ収納容器（１）内に収納された洗濯バサミを取り出す方法が、こ
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の公報には記載されていない。よって、洗濯バサミ収納容器（１）から洗濯バサミを取り
出す手順を理解することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０−２７４０１３号
【特許文献２】特開２００６−２１２３６５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
この発明の課題は、簡単な構造を有していながら、簡単な操作で、複数の洗濯バサミを
一方向に揃え、しかも積み重ねて収納することができ、さらに洗濯バサミを簡単に取り出
すことのできる洗濯バサミ収納具を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
前記課題を解決するためのこの発明の手段は、
（１） 基台と、中心軸体と、洗濯バサミの落下姿勢を規制する落下姿勢規制部と、中心
軸体に挿通された洗濯バサミを取り出す開口部を備えた取り出し部とを有し、
（ａ）前記中心軸体が基台の平面に対して縦方向に設けられ、
（ｂ）前記落下姿勢規制部が、洗濯バサミの力点部に力を加えると支点部を中心にして作
用点部が互いに離反するように回動するその洗濯バサミにおける前記作用点部と前記支点
部との間に形成される洗濯バサミの空間部に前記中心軸体の上部が挿通する状態になるよ
うに中心軸体に洗濯バサミを装着した場合に、中心軸体の上部から基台の平面に向かって
洗濯バサミが落下するときに、前記洗濯バサミの前記力点部となる部位が前記開口部に向
かうように洗濯バサミの落下姿勢を規制することを特徴とする洗濯バサミ収納具である。
【０００９】
前記課題を解決するためのこの発明の好適な態様では
（２） 前記落下姿勢規制部が、前記中心軸体に挿通された洗濯バサミが中心軸体を中心
にして回転するのを阻止する内壁面を備えた壁体である前記（１）に記載の洗濯バサミ収
納具であり、
（３） 前記落下姿勢規制部が、前記中心軸体を挿通して基台上で上下に積み重なった複
数の洗濯バサミが同じ方向に向いて重なるように形成された壁体である前記（１）又は（
２）に記載の洗濯バサミ収納具であり、
（４） 前記落下姿勢規制部は、その上端面が、前記開口部における開口方向に向かって
傾斜する傾斜端面を備える前記（１）〜（３）のいずれか一項に記載の洗濯バサミ収納具
である。
【発明の効果】
【００１０】
この発明の洗濯バサミ収納具は、洗濯バサミにおける支点部と作用点部と力点部（対向
ツマミ部、把持部とも称される。）とを有する洗濯バサミを複数収納することのできる洗
濯バサミ収納具である。
【００１１】
この発明においては、支点部と作用点部との間に形成された空間に中心軸体を挿通させ
るように、洗濯バサミを中心軸体に装着すると、洗濯バサミは自重によって中心軸体の上
から下へと落下して行く。そのとき、落下姿勢規制部によって、中心軸体に沿って落下し
て行く洗濯バサミは、中心軸体を中心にして回動することがあっても回転することなく落
下して行く。洗濯バサミは、落下姿勢規制部によって、開口部に力点部が向かうように落
下して行き、最終落下地点では、開口部から力点部が露出するように洗濯バサミが配置さ
れる。複数の洗濯バサミを中心軸体の上から下へと落下させると、最下位にある洗濯バサ
ミの上に複数の洗濯バサミが積み重なった状態となる。その結果、この洗濯バサミ収納具

10

20

30

40

50

(4)

JP 6614690 B1 2019.12.4

は複数の洗濯バサミを積み重ねた状態で複数の洗濯バサミを収納することができる。
【００１２】
そして、洗濯バサミを取り出すときは、開口部に露出する洗濯バサミの力点部を摘まん
で力を入れることにより作用点部を離反させ、作用点部が離反した状態で洗濯バサミを引
き出し、取り出し部から洗濯バサミを引き出すことによりこの洗濯バサミ収納具から洗濯
バサミを取り出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、この発明の一実施例である洗濯バサミ収納具を示す斜視図である。
【図２】図２は、この発明の一実施例である洗濯バサミ収納具を示す右側面図である。
【図３】図３は、この発明の一実施例である洗濯バサミ収納具を示す平面図である。
【図４】図４は、この発明の一実施例である洗濯バサミ収納具に収納される一例としての
洗濯バサミを示す斜視図である。
【図５】図５は、この発明における中心軸体の他の例を示す一部切欠右側面図であり、図
５（Ａ）は複数例えば二つの積み重なった洗濯バサミの空間部に中心軸体の先端が挿入さ
れた状態を示し、図５（Ｂ）は積み重ねられた洗濯バサミのうち下方に位置する洗濯バサ
ミが引き出されつつある状態を示し、図５（Ｃ）は下方の洗濯バサミが洗濯バサミ収納具
から取り出された結果、上方に位置した洗濯バサミが基台の平面上にその位置を変えた状
態を示す。
【図６】図６は、この発明の他の実施例である洗濯バサミ収納具を示す平面図である。
【図７】図７は、前記他の実施例である洗濯バサミ収納具を示す斜視図である。
【図８】図８は、この発明の洗濯バサミ収納具に収納することのでき、図４に示される形
状及び構造の洗濯バサミとは異なる形状及び構造を有する洗濯バサミを示す斜視図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
＜実施例＞
図１に示されるように、この洗濯バサミ収納具１は、基台２と、この基台２の平面に縦
方向に設けられた中心軸体３と、図２及び図３に示されるように落下姿勢規制部４と、開
口部６を備えた取り出し部６ａとを有する。
【００１５】
図４に示されるように、この洗濯バサミ収納具１に収納される一例としての洗濯バサミ
５は、支点部７と、一対の力点部８ａ、８ｂと、一対の作用点部９ａ、９ｂとを備える。
この洗濯バサミ５は、支点部７で、力点部８ａ（８ｂ）と作用点部９ａ（９ｂ）とを有す
る一対の部材を回動可能に結合し、環状のリング５ａの弾性力により力点部８ａ、８ｂに
力が作用していないときには一対の作用点部９ａ、９ｂの対向面が接触して合わさって閉
じた状態になるように構成される。また、この洗濯バサミ５には、支点部７と一対の作用
点部９ａ、９ｂとの間に、空間部１０が形成される。
【００１６】
この洗濯バサミ５にあっては、一対の力点部８ａ、８ｂに、例えば親指と人差し指で力
を加えると、リング５ａの弾性力に抗して一対の作用点部９ａ、９ｂが互いに離反するよ
うに開き、その開いた一対の作用点部９ａ、９ｂの間に例えば洗濯物等の一部を介在させ
、次いで一対の力点部８ａ、８ｂに加えている力を開放すると、作用点部９ａ、９ｂによ
って洗濯物等を挟むことができる。
【００１７】
図１、図２及び図３に示されるように、基台２の平面には、中心軸体３が縦方向に固定
されている。基台２は、この洗濯バサミ収納具１に収容された複数の洗濯バサミ５を直接
に、又は所定の空間を設けて受ける台座として機能する。この基台２を構成する素材につ
いては特に制限がなく、金属、合成樹脂、木材、紙、又は複合材料等の素材で形成された
基台２を例示することができる。
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【００１８】
この中心軸体３は、前記洗濯バサミ５における空間部１０内に挿通することのできる直
径を有するとともに、前記平面上に縦方向に設けることができる限り、その材質等に制限
がない。この中心軸体３として、例えば一本の金属細線、複数本の金属細線を束ねて結束
した結束体、及び複数本の金属細線を捩って一体化した捩じり体、合成樹脂製の棒体、木
材又は竹製の棒体などであっても良い。また、基台２の平面上への中心軸体３の取り付け
方法については、中心軸体３が基台２の平面上に縦方向に固定される限り、特に制限がな
い。従来から公知慣用の手法又は公知慣用の手法から当業者により容易に想到することの
できる手法によって、基台２の平面上に中心軸体３を設置、固定することができる。
【００１９】
この中心軸体３の上端は、図１又は図２に示されるように、筐体１１の上端縁からさら
に上方に位置させるのが好ましい。筐体１１の上端縁からさらに高い位置に中心軸体３の
上端が位置すると、換言すると、中心軸体３の縦方向長さを、中心軸体３の上端が筐体１
１の上端縁から突出するように、設定しておくと、洗濯バサミ５における空間部１０に中
心軸体３を挿通するようにして中心軸体３に洗濯バサミ５を装着することができ、しかも
一対の力点部８ａ、８ｂに力を加えて一対の作用点部９ａ、９ｂを離反するようにこれを
開き、開いた作用点部９ａ、９ｂ間に中心軸体３を通過させて中心軸体３を空間部１０内
に通す作業をしなくて便利である。
【００２０】
図１、図２及び図３に示される洗濯バサミ収納具１において、筐体１１は、基台２の平
面に平行な水平断面の形状がほぼ方形をなす。図３に示されるように、この筐体１１は、
基台２に立設する中心軸体３を空間部１０に挿通した状態で洗濯バサミ５を基台２の平面
、つまり上面に配置したときに、洗濯バサミ５の力点部８ａ（８ｂ）と作用点部９ａ（９
ｂ）とに面する内壁面１２ａ（１２ｂ）と、洗濯バサミ５の作用点部９ａ、９ｂに向かう
内壁面１２ｃと、洗濯バサミ５の一対の力点部８ａ、８ｂとに向かう内壁面１２ｄとを有
した箱状に形成されている。
【００２１】
内壁面１２ａ、内壁面１２ｂ及び内壁面１２ｃそれぞれの下端は基台２の平面に連続す
る。内壁面１２ｄの下端は基台２の平面に連続しない。
【００２２】
図１及び図２に示されるように、筐体１１の内壁面１２ｄの反対側面である正面の下端
は、基台２の平面から上方に位置しており、この筐体１１の正面１４ｄの下端と基台２の
平面とで開口部６が、形成される。なお、内壁面１２ａの反対側面である左側面１４ａ及
び内壁面１２ａの反対側面である右側面１４ｂの下部にはそれぞれ、前記開口部６に連な
る切欠き部１５ａ、１５ｂが形成されている。筐体１１における前記開口部６と前記切欠
き部１５ａ、１５ｂとで、取り出し部６ａが形成される。なお、この発明においては切欠
き部があると、切欠き部がない場合に比べて洗濯バサミの取り出しが容易である。
【００２３】
落下姿勢規制部は、洗濯バサミにおける空間に中心軸体を挿通して中心軸体の上部から
基台の平面に向かって洗濯バサミが落下するときに、洗濯バサミの前記力点部となる部位
が一定方向に向くように洗濯バサミの落下姿勢を規制する。
【００２４】
落下姿勢規制部４は、洗濯バサミ５の形状及び寸法と中心軸体３の基台２における取り
付け位置とに応じて形成される。図１、図２及び図３に示される洗濯バサミ収納具１にあ
っては、落下姿勢規制部４は、筐体１１における内壁面１２ａと内壁面１２ｂと内壁面１
２ｃと内壁面１２ｄとで少なくとも形成されるが、後述する補助規制部１３を含んでいて
も良い。
【００２５】
中心軸体３から前記内壁面１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄまでの距離は次のようにし
て決定することができる。なお、図４に示される洗濯バサミ５において、指で摘まんだ洗
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濯バサミ５における空間部１０に縦方向に立てられた中心軸体３を挿通した後に、指を離
して洗濯バサミ５をフリーの状態にすると、洗濯バサミ５は中心軸体３を上から下に落下
を開始するが、落下時には中心軸体が、空間部１０の内側面であって作用点部９ａと作用
点部９ｂとが接する部位に、接する。この中心軸体３が接する空間部１０の内側部位を、
端縁部３ａと称する。洗濯バサミ５が中心軸体３を空間部１０に挿通した状態で落下し始
め る と き に 、 中 心 軸 体 ３ が 端 縁 部 ３ ａ に 接 触 す る こ と は 、 前 記 端 縁 部 ３ aか ら 力 点 部 ８ ａ
、８ｂまでの長さが前記端縁部３ａから作用点部９ａ、９ｂまでの長さよりも大きいこと
により天秤の原理が働いて、この天秤の原理に従うことによるもの、と理解することがで
きる。
【００２６】
図４に示されるように、洗濯バサミ５における空間部３を形成する端縁部３ａと作用点
部９ａ（９ｂ）の先端部との長さＣ、及び前記端縁部３ａと力点部８ａ（８ｂ）の先端部
との長さＢ、及び力点部８ａ、８ｂに力を加えない場合、つまり指で力点部８ａ、８ｂに
力を加えない場合における一対の力点部８ａの外側端部と力点部８ｂの外側端部との長さ
Ａが与えられた場合、互いに対向する内壁面１２ａと内壁面１２ｂとの距離が長さＡより
も大きく、しかも内壁面１２ａと中心軸体３との最短距離（つまり、中心軸体３から内壁
面１２ａに直交する仮想的線分の長さ）が長さＣよりも長く、かつ長さＢよりも短くなる
位置に内壁面１２ａが設定され、内壁面１２ｂと中心軸体３との最短距離（つまり、中心
軸体３から内壁面１２ｂに直交する仮想的線分の長さ）は長さＣよりも長く、かつ長さＢ
よりも短くなる位置に内壁面１２ｂが設定される。内壁面１２ａ及び内壁面１２ｂが中心
軸体３に対して前記距離で配設されていると、中心軸体３の上部を洗濯バサミ５の空間部
１０に挿通して中心軸体３の上部から下部へと洗濯バサミ５を落下させると、中心軸体３
に洗濯バサミ５を装着したときの洗濯バサミ５の姿勢や洗濯バサミ５に加わった力の加減
によって、落下しつつ回動する洗濯バサミ５が内壁面１２ａや内壁面１２ｂに衝突するこ
とがあるが、洗濯バサミ５は内壁面１２ａ及び内壁面１２ｂに規制されることにより中心
軸体３を中心にして洗濯バサミ５が回転することがなく、洗濯バサミ５における力点部８
ａ、８ｂが開口部６に向かうように基台２の平面上に洗濯バサミ５を落下させることがで
きる。
【００２７】
更に、内壁面１２ｃと中心軸体３との最短距離（つまり、中心軸体３から内壁面１２ｃ
に直交する仮想的線分の長さ）が長さＣよりも短くならない適宜の位置に内壁面１２ｃが
設定される。内壁面１２ｄは、中心軸体３と内壁面１２ｄとの最短距離（つまり、中心軸
体３から内壁面１２ｄに直交する仮想的線分の長さ）が長さＢよりも短くならない適宜の
位置に設定される。
【００２８】
補助規制部１３は、内壁面１２ａの下部と内壁面１２ｂの下部とにそれぞれほぼ向かい
合うように設けられた一対の傾斜板１６ａ、１６ｂで形成することができる。一対の傾斜
板１６ａ、１６ｂそれぞれは、その下端部が基台２の平面に接しており、傾斜板１６ａと
基台２の平面とが接することにより形成される下端縁１７ａは、中心軸体３を挿通して基
台２の平面に配置された洗濯バサミ５に接触することなく近接した位置にあり、しかも洗
濯バサミ５における作用点部９ａから力点部８ａにまで至る外形線に沿うように、設計さ
れている。同様に、傾斜板１６ｂと基台２の平面とが接することにより形成される下端縁
１７ｂは、中心軸体３を挿通して基台２の平面に配置された洗濯バサミ５に接触すること
なく近接した位置にあり、しかも洗濯バサミ５における作用点部９ｂから力点部８ｂにま
で至る外形線に沿うように、設計されている。
【００２９】
補助規制部１３である傾斜板１６ａの上端縁１８ａは内壁面１２ａおける適宜の位置に
配置される。傾斜板１６ａに対向する他方の傾斜板１６ｂの上端縁１８ｂも同様に内壁面
１２ｂにおける適宜の位置に配置される。
【００３０】
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補助規制部１３が設けられずに筐体１１における四個の内壁面１２ａ、１２ｂ、１２ｃ
、１２ｄだけで落下姿勢規制部が形成されている場合にあっても、中心軸線３を挿通した
状態で基台２の平面上に積み重ねられた複数の洗濯バサミ５は、概ね力点部８ａ、８ｂを
開口部６に向けることになるが、補助規制部１３がさらに設けられていると、中心軸体３
を挿通して積み重ねられた洗濯バサミ５は、下側の洗濯バサミ５における力点部８ａ、８
ｂの上に上側の洗濯バサミ５における力点部８ａ、８ｂが位置するように、つまり、より
一層整頓された状態で複数の洗濯バサミ５が積み重ねられることになる。
【００３１】
なお、この実施例に係る選択バサミ収納具は、適宜の取り付け部材により適宜の部位に
取り付けられることができる。たとえば、前記取付け部材として、物干し竿の直径よりも
大きな直径となるように一端が丸く曲成された引っ掛け部と筐体の外壁における適宜位置
に結合された装着部とを有して全体として略逆Ｊ字形をした取付け部材を上げることがで
きる。このような取付け部材を筐体の外壁面に取り付けてなる洗濯バサミ収納具にあって
、この洗濯バサミ収納具を例えばヴェランダに配設された物干し竿に、前記引っ掛け部で
引っ掛けておくことができるようになって便利である。
【００３２】
さらにまた、この洗濯バサミ収納具における筐体の外壁面に吸盤を設けておくと、この
洗濯バサミ収納具を、例えばヴェランダにおけるガラス戸又はガラス窓に、吸着により取
り付けることができる。また、この洗濯バサミ収納具における筐体の外壁面の適宜部位に
磁石、マグネットシート、ボンド系磁石（ゴム磁石）等を装着しておくと、この洗濯バサ
ミ収納具を、物干し竿を設置する鉄製のポール、または物干し竿を設置するヴェランダに
おける鉄製、トタン製、ブリキ製等で形成された壁面又は扉等に、磁力により適宜箇所に
取り付けることができる。
【００３３】
以上構成の洗濯バサミ収納具１は次のように作用する。
【００３４】
洗濯バサミ５の空間部１０に中心軸体３を挿通すると、洗濯バサミ５が落下を開始する
。中心軸体３に洗濯バサミ５の空間部を挿通するときにおける、洗濯バサミ５の姿勢が悪
くても、落下中に、洗濯バサミ５における力点部８ａ、８ｂの端部が内壁面１２ａ、１２
ｂに接触することにより、洗濯バサミ５は中心軸体３を中心にして回動することがあって
も回転することがなく、洗濯バサミ５が落下し終わった状態では開口部５に力点部８ａ、
８ｂが臨むような位置をもって洗濯バサミ５が基台２の平面上に留められる。
【００３５】
洗濯バサミ収納具１内に複数の洗濯バサミ５が積み重なった状態でこれらが収容されて
いるときに、取り出し部６ａから、洗濯バサミ５の力点部８ａ、８ｂを摘み、これらを押
して、一対の作用点部９ａ、９ｂを離れさせて、次いで洗濯バサミ５を引き出すことによ
り、容易に洗濯バサミ５をこの洗濯バサミ収納具１から取り出すことができる。
【００３６】
この洗濯バサミ収納具１によると、例えば親指と人差し指とで洗濯バサミの力点部に力
を加えて作用点部を開くという操作をすることなく、洗濯バサミ５の空間部１０に中心軸
体３を挿入するという簡単な操作で、複数の洗濯バサミを一方向に揃え、しかも積み重ね
て収納することができ、さらに洗濯バサミを簡単に取り出すことのできる洗濯バサミ収納
具を提供することができる。
【００３７】
以上、この発明の一実施例である洗濯バサミ収納具を図１〜４を参照しつつ説明したが
、この発明は前記一実施例に限定されずにこの発明の範囲内で様々の変形例を有する。こ
の発明の変形例の一例を以下に説明する。
【００３８】
＜中心軸体＞
前記実施例における中心軸体は基台に対して縦方向に延在するように基台に設置され、
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基台に固定されているが、中心軸体が基台の平面に対して縦方向に設けられている限り、
中心軸体の下端部が基台に固定されずに、中心軸体に洗濯バサミを装着して洗濯バサミを
落下させる部位を除く適宜の部位で中心軸体が他の部材に固定される態様を取り得る。
【００３９】
例えば、図５（Ａ）に示すように、中心軸体３は、基台２の平面に近接する下端部１９
と中心軸体３を基台２の平面に対して縦方向に支持する支持部（図示せず。）とを有する
態様を取り得る。
【００４０】
図５（Ａ）に示されるように、他の例である洗濯バサミ収納具における中心軸体３は、
その下端部１９が、基台２の平面に置かれた洗濯バサミ５、又は中心軸体の空間部に挿通
された複数の洗濯バサミにおける最下部の洗濯バサミにおける空間部１０にわずかに挿入
する程度の長さを有する先端部１９ａと、その先端部１９ａと中心軸体３の本体との間に
設けられた蛇腹部１９ｂとを有し、図示していないが中心軸体３の上部を湾曲させること
により、或いは他の補助部材によって洗濯バサミ収納具における他の部材例えば筐体１１
の上端縁部又は側面部に中心軸体３を結合させることにより、基台２の平面と先端部１９
ａとに一定の間隔を設けて中心軸体３が固定される。前記蛇腹部１９ｂは伸縮可能に形成
されている。
【００４１】
中心軸体３が先端部１９ａ及び蛇腹部１９ｂを備えてなる下端部１９を有していると、
図５（Ｂ）に示されるように、積み重ねられた複数の洗濯バサミ５３のうち最下部の洗濯
バサミ５を中心軸体３から引っ張り出そうとすると、図５（Ｂ）に示されるように、洗濯
バサミ５の空間部１０にわずかに挿入されていた先端部１９ａが、蛇腹部１９ｂが縮むこ
とにより洗濯バサミ５の作用点部９ａ、９ｂの上面に乗り上げ、さらに洗濯バサミ５を引
っ張って洗濯バサミ収納具１から取り出すと、図５（Ｃ）に示されるように、下から二番
目に位置していた洗濯バサミ５が基台２における平面に位置することになる。
【００４２】
なお、下端部１９が、洗濯バサミ５の空間部１０に挿入された状態になっているので、
基板２の平面を傾斜させても、中心軸体３の下端部１９に係止された洗濯バサミ５が中心
軸体３から外れることがない。
【００４３】
この図５に示される中心軸体３の代わりに、例えば、基台２の平面部に所定の間隔をも
って配置される下端部を備えると共に、その下端部が、弾力性を有する素材、例えばゴム
、弾力性のあるスポンジ等で形成されて成る中心軸体であっても良い。
【００４４】
＜落下姿勢規制部、取り出し部＞
落下姿勢規制部は、中心軸体の上部が洗濯バサミの空間部に位置するように、中心軸体
に洗濯バサミを取り付けてから、中心軸体の上部から基台の平面に向かって洗濯バサミが
落下する際に、前記洗濯バサミにおける力点部となる部位が取り出し部における開口部に
向かうように、洗濯バサミの落下姿勢を規制することができる限り、様々の構造を取り得
る。
【００４５】
図１〜３に示される落下姿勢規制部４は、筐体１１の内壁面と補助規制部１３の内壁面
とで形成されているが、筐体１１における左側面側の内壁面１２ａに相当する内壁面と補
助規制部１３の内壁面とを有する一つの左側の壁体と、筐体１１における右側面側の内壁
面１２ｂに相当する内壁面と補助規制部１３の内壁面に相当する内壁面とを有する一つの
右側の壁体とで形成され、左側の壁体と右側の壁体とをほぼ向かい合わせに配置して成る
落下姿勢規制部であっても良い。
【００４６】
また、図６及び図７に示される落下姿勢規制部３４は、基台２の平面に縦方向に設けら
れた中心軸体３を洗濯バサミ５の空間部１０に挿通した状態で基台２の平面に洗濯バサミ
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５を配置したときに、基台２の平面に平行な平面における切断端面が、中心軸体３を囲む
ように湾曲した形状をなす湾曲壁体３５を形成して成る。
【００４７】
また、その湾曲壁体３５は、縦方向に延在する一方の縦端辺３６ａと縦方向に延在する
他方の縦端辺３６ｂとで開放されている。換言すると、湾曲壁体３５は、一方の縦端辺３
６ａから他方の縦端辺３６ｂへと中心軸体３を取り囲む内壁面を備えるとともに、前記縦
端辺３６ａと前記縦端辺３６ｂとで開口部３７を形成している。この開口部３７の横幅、
つまり一方の縦端辺３６ａから他方の縦端辺３６ｂまでの長さは、洗濯バサミ５の一方の
力点部８ａと他方の力点部８ｂとの最大間隔Ａよりも大きな寸法Ｘに、設計することがで
きる。
【００４８】
また、湾曲壁体３５における内壁面の中心軸体３からの距離（基台２の平面に平行な方
向の長さ）Ｙは、中心軸体３が接する空間部１０の接点から作用点部９ａ、９ｂの先端ま
での長さＣ（図４参照）よりも長くて、中心軸体が接する空間部１０の接点から力点部８
ａ（８ｂ）までの長さＢよりも短くなるように、設計することができる。
【００４９】
すなわち、基台２の平面を上方から見た場合に、基台２の平面に平行な面において、中
心軸体３から湾曲壁体３５の内面までの寸法Ｙは、前記縦端辺３６ａと中心軸体３との間
の長さＹ１が最大であり、洗濯バサミ５の作用点部９ａ、９ｂに臨む湾曲壁体３５の内面
から中心軸体３までの寸法Ｙｍが最小であり、前記縦端辺３６ｂと中心軸体３との間の長
さＹｚが前記長さＹ１と同じになるように、設計されている。
【００５０】
また、この湾曲壁体３５においては、一方の縦端辺３６ａと他方の縦端辺３６ｂとの間
が開放状態になっている。この開放状態になっている縦端辺３６ａと縦端辺３６ｂとの間
が、この発明における「開口部」であり、「取り出し部」である。
【００５１】
この落下姿勢制御部３４は、図７に示されるように、その湾曲壁体３５の上端が、開口
部３７の前方であるＺ方向に向かって傾斜する傾斜端面３８になっている。湾曲壁体３５
がこのような傾斜端面３８を有していると、洗濯バサミ５を中心軸体３に対して任意の方
向から中心軸体３に取り付けたとしても、例えば図７に示されるように、その取り付けの
初期状態において、洗濯バサミ５の力点部８ｂから支点部７に至るいずれかの部位が傾斜
端面３８に乗り掛かると共に空間部１０に中心軸体３が挿通された状態になっていると、
重力によって中心軸体３に沿って洗濯バサミ５が下方に移動しようとする。そのとき、空
間部１０で中心軸体３に係止されている部分が支点となっている洗濯バサミ５にあっては
、力点部８ｂにかかる下方に向かう力が作用点９ｂに係る下方に向かう力よりも大きい。
そうすると、支点部７から力点部８ｂに至るいずれかの部位が傾斜端面３８を滑動して行
きつつ、洗濯バサミ５が中心軸体３を中心にして回動する。回動した洗濯バサミ５の力点
部８ａ、８ｂが一方の縦端辺３６ａと縦端辺３６ｂとの間に至ると、傾斜端面３８による
洗濯バサミ５を下支えがなくなるので、図７に示されるように、洗濯バサミ５は、その力
点部８ａ、８ｂを開口部３７に向けた姿勢のまま下方に落下する。また、中心軸体３から
この湾曲壁体３５の内面までの寸法Ｙ１、Ｙｍ、Ｙｚが前記した寸法に設定されているの
で、洗濯バサミ５が中心軸体３を中心にして回転することがなく、力点部８ａ、８ｂを開
口部３７に向けた状態で、つまり洗濯バサミ５は落下姿勢を湾曲壁体３５に規制された状
態で、基台２の平面（つまり上面）に向かって落下して行く。
【００５２】
洗濯バサミ５を中心軸体３に装着すると、前述した洗濯バサミ５と同様の動きにより、
基台２の平面上に既にある洗濯バサミ５の上に洗濯バサミ５が積み重なる。
【００５３】
かくして、複数の洗濯バサミ５が、その空間部１０に中心軸体３を挿通した状態で、基
台２の平面に積み重なる。
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【００５４】
複数の積み重なった洗濯バサミ５を取り出すときには、一番下に位置する洗濯バサミ５
の力点部８ａ、８ｂを摘まんでそこに力をいれると、作用点部９ａ、９ｂが開くので、力
点部８ａ、８ｂを摘まんだまま洗濯バサミ５を引き出すと、洗濯バサミ収納具１から容易
に洗濯バサミ５を取り出すことができる。
【００５５】
以上、この発明の一実施例及び他の実施例である洗濯バサミ収納具１は、図４に示され
るそれ自体公知の洗濯バサミを収容するものとして説明された。
【００５６】
この発明に係る洗濯バサミ収納具は、図４に示される洗濯バサミに限らず、図８に示さ
れるようなダブルピンチと称される公知の洗濯バサミ５５を収納することもできる。
【００５７】
図８に示される洗濯バサミ５５において、５５ａは第１リングであり、５５ｂは第２リ
ングであり、５７が支点部であり、５８ａは一方の力点部であり、５８ｂは一方の力点部
５８ａに相対向する他方の力点部であり、５９ａは第１作用点部であり、５９ｂは第１作
用点部５９ａに対向する他方の第１作用点部であり、６０ａは第２作用点部であり、６０
ｂは第２作用点部６０ａに対向する他方の第２作用点部である。
【００５８】
この洗濯バサミ５５は、図４に示す洗濯バサミ５と同様に、空間部１０Ａ，１０Ｂに中
心軸体３を通してからこの洗濯バサミ５５をフリーの状態にすると、端縁部５３ａと中心
軸体３とを接触させた状態となって、一対の力点部５８ａ、５８ｂが左右に回動すること
があっても落下して行く。
【符号の説明】
【００５９】
１
洗濯バサミ収納具
２
基台
３
中心軸体
３ａ
（空間部を形成する）端縁部
４
落下姿勢規制部
５
洗濯バサミ
５ａ
リング
６
開口部
６ａ
取り出し部
７
支点部
８ａ
力点部
８ｂ
力点部
９ａ
作用点部（対向ツマミ部、把持部）
９ｂ
作用点部（対向ツマミ部、把持部）
１０
空間部
１０Ａ
空間部
１０Ｂ
空間部
１１
筐体
１２ａ
内壁面（左側面側）
１２ｂ
内壁面（右側面側）
１２ｃ
内壁面（背面側）
１２ｄ
内壁面（正面側）
１３
補助規制部
１４ａ
左側面
１４ｂ
右側面
１４ｄ
正面
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１５ａ
切欠き部
１５ｂ
切欠き部
１６ａ
傾斜板
１６ｂ
傾斜板
１７ａ
下端縁
１７ｂ
下端縁
１８ａ、１８ｂ 上端縁
１９
（中心軸体の）下端部
１９ａ
（中心軸体の）先端部
１９ｂ
蛇腹部
３４
落下姿勢制御部
３５
湾曲壁体
３６ａ、３６ｂ 縦端辺
３７
開口部
３８
傾斜端面
５５
洗濯バサミ
５５ａ
第１リング
５５ｂ
第２リング
５７
支点部
５８ａ
力点部
５８ｂ
力点部
５９ａ
（一方の）第１作用点部
５９ｂ
（他方の）第１作用点部
６０ａ
（一方の）第２作用点部
６０ｂ
（他方の）第２作用点部
１０Ａ
空間部
１０Ｂ
空間部
Ａ
指で力点部に力を加えない場合における一対の力点部の外側端部と力点部
の外側端部との長さ
Ｂ
端縁部と力点部の先端部との長さ
Ｃ
洗濯バサミにおける空間部を形成する端縁部と作用点部の先端部との長さ
Ｘ
開口部の横幅、つまり一方の縦端辺から他方の縦端辺までの長さ
Ｙ
湾曲壁体における内壁面の中心軸体からの距離（基台の平面に平行な方向
の長さ）
Ｙ１
中心軸体から湾曲壁体の内面までの寸法
Ｙｍ
洗濯バサミの作用点部に臨む湾曲壁体の内面から中心軸体までの寸法
Ｙｚ
縦端辺と中心軸体との間の長さ
Ｚ
開口部の前方方向
【要約】
（修正有）
【課題】複数の洗濯バサミを簡単な操作によってコンパクトかつ整理良く収納することが
でき、しかも簡単に洗濯バサミを取り出すことのできる洗濯バサミ収納具を提供する
【解決手段】基台２と、中心軸体３と、落下姿勢規制部と、中心軸体に挿通された洗濯バ
サミを取り出す開口部６を備えた取り出し部６ａとを有し、中心軸体が基台の平面に対し
て縦方向に設けられ、落下姿勢規制部が、洗濯バサミの空間部に前記中心軸体の上部が挿
通する状態になるように中心軸体に洗濯バサミを装着した場合に、中心軸体の上部から基
台の平面に向かって洗濯バサミが落下するときに、洗濯バサミの力点部となる部位が開口
部に向かうように洗濯バサミの落下姿勢を規制することを特徴とする洗濯バサミ収納具１
である。
【選択図】図１
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【図１】

【図２】

【図３】

【図５】

【図４】
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【図６】

【図８】

【図７】
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