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(57)【要約】
    
【課題】近年、地球温暖化現象が進み、二酸化炭素削減
が求められ企業はもとより、一般家庭でも省エネを求め
られる状況に至っている。
　黄砂、粉塵、花粉症等で洗濯物が屋外で乾かす事が出
来ず又、室内での洗濯物スタンドの設置場を必要とする
為に、衣類乾燥機を活用して衣類を乾かしていた。
　衣類乾燥機が消費する電力が非常に大きく、地球温暖
化防止の観点から二酸化炭素削減が求められ、電力を使
用しない衣類乾燥器具が求められていた。
【解決手段】直射日光が当たるガラス窓に物干しスタン
ドを取り付けして、吊り下げられた洗濯物を断熱シート
で囲み衣類を日光で殺菌消毒をしながら素早く乾かす事
が出来、窓ガラスにスタンドを取り付けする為、スタン
ドの設置場所を必要としない又、不使用時スタンドが、
ガラス面に平行に倒れ収納が出来、カーテン、障子戸等
の開閉時障害と成らない。
【選択図】　図3
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物干し竿を据え付けする、物干しスタンドとガラス面に吸着する吸盤部材とを連結する
部材を設け、連結部材を中心に物干しスタンドが左右に折れ、ガラス面に平行に倒れ収納
が出来る事を特徴とする請求項1の窓用物干しスタンド。
【請求項２】
物干しスタンドを板状の部材とし、スタンド縦上下両端に吸盤を取り付け可能なL形突起
部とした事を特徴とする請求項1の窓用物干しスタンド。
【請求項３】
　物干しスタンドと吸盤部材を連結する部材を丸棒の木ピンとした事を特徴とする請求項
1の窓用物干しスタンド。
【請求項４】
　物干しスタンドと吸盤部材を連結する部材をL型ねじ込みフックとした事を特徴とする
請求項1の窓用物干しスタンド。
【請求項５】
　物干しスタンドの上下両端に木ネジを取り付けし、吸盤を取り付けする突起部とした事
を特徴とする請求項1の窓用物干しスタンド。
【請求項６】
　物干しスタンド上部先端に物干し竿を取り付ける突起部材を設けた事を特徴とする請求
項1の窓用物干しスタンド。
【請求項７】
　物干しスタンド上部に物干し竿を取り付けする穴部を複数設けた事を特徴とする請求項
1の窓用物干しスタンド。
【請求項８】
　物干しスタンド縦面を切断分割し蝶板部材で、連結した事を特徴とする請求項2の窓用
物干しスタンド。
【請求項９】
　物干しスタンドを覆い囲むシート部材を物干し竿両端に取り付けした事を特徴とする請
求項3の窓用物干しスタンド。
【請求項１０】
　物干しスタンドを覆い囲むシート部材を、断熱反射性を有する部材とした事を特徴とす
る請求項3の窓用物干しスタンド。
【請求項１１】
　物干しスタンドを覆い囲むシート部材に吸盤を設け、ガラス面に取り付けした事を特徴
とする請求項3の窓用物干しスタンド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　洗濯物を乾かす物干し竿、ハンガー、物干しスタンドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　年々、花粉症を患う人の数が多くなり、花粉症が社会現象となり花粉症対策にマスク等
、色々な商品が開発され市場に出回っている。
【０００３】
帰宅し衣類に着いた花粉などを家に入る前にはたき落とす事等が必要とし、又衣類を洗濯
し乾かす場合は、花粉の付着を避ける為、衣類乾燥機を使用するか、室内で乾かしていた
。
【０００４】
洗濯物を室内で乾かす場合湿った状態から徐々に乾く間、雑菌が繁殖し不快な臭いが染み
こみ、又室内の臭いも付着する事が有る。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平07-265594
【特許文献２】特開平07-213790
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
近年、地球温暖化現象が進み、二酸化炭素の削減が要求され企業はもとより、一般家庭で
も省エネを求められる状況に至っている。
【０００７】
花粉症、粉塵等によるアレルギーを引き起こし、洗濯物が屋外に干す事が出来ず、乾燥機
を使用し洗濯物を乾かしている。
【０００８】
衣類用乾燥機は、電気を大量に消費し、電気乾燥機に変わる衣類乾燥器具が求められてい
る。
【０００９】
直射日光による洗濯物の天日干しが優れた効果をもたらすが、現実には、黄砂、粉塵、花
粉等の大気汚染が進み屋外に乾かす事が困難となってきている。
【００１０】
日光の差し込む窓越しに洗濯物スタンドを設置したりして洗濯物を乾かしてもいる。
【００１１】
洗濯物スタンドを乾かす場合、窓際にスタンドを運び設置する手数を必要とする。
【００１２】
室内が狭く、物干しスタンドの設置場所がなく、窓際より離れた部屋の隅にスタンドを設
置している。
【００１３】
室内で直射日光が当たらず洗濯物を乾燥した場合、衣類に雑菌が繁殖しながら乾き悪臭が
付き又、室内の臭いが洗濯衣類に付着するなどが有る。
【００１４】
上記記述したように、洗濯物スタンドの設置場所を必要とせず又、電気乾燥機を必要とし
ない、衣類の殺菌消毒が可能な省エネの物干しスタンドが求められていた。
【発明の効果】
【００１５】
直射日光が当たる窓ガラスに吸盤で物干しスタンドを取り付けし、洗濯衣類を吊り下げ、
洗濯物を保温、断熱、反射シートで囲み、衣類を直射日光による殺菌消毒し、雑菌を抑え
素早く乾燥できる。
【００１６】
窓ガラスに吸盤で取り付けした物干しスタンドが、吸盤の物干しスタンド取り付け位置を
中心に左右にスタンドがガラス面に平行に倒れ収納固定が出来る為、不使用時、カーテン
、障子戸等の開閉時障害とならない。
【００１７】
太陽熱を活用した衣類乾燥スタンドで、人体、地球に優しい物干しスタンドが出来、衣類
を乾かす為のエネルギーを必要としない、時代が求めるエコ商品となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】は、本発明の物干し窓用スタンドを、ガラス窓に吸盤で取り付けしたL形板状部
材の物干し窓用スタンドの斜視図。
【図２】は、本発明の物干し窓用スタンドをガラス面に平行にスタンドを折り曲げ倒し収
納した状況斜視図。
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【図３】は、本発明の物干し窓用スタンドをガラス窓に吸盤で取り付けした状況斜視図。
【図４】は、窓用物干しスタンドに、物干し竿固定溝を複数設けた斜視図。
【図５】は、窓用物干しスタンドに吸盤を取り付けする構成部材の部品図。
【図６】は、窓ガラス面にスタンドを直角に据付した部分拡大斜視図。
【図７】は、窓ガラス面にスタンドを右側に平行に折り曲げした部分拡大斜視図。
【図８】は、窓ガラス面にスタンドを左側に平行に折り曲げした部分拡大斜視図。
【図９】は、物干しL型板状窓用スタンド内に物干し竿固定溝3箇所を設けた斜視図。
【図１０】は、丸棒のスチール性部材を用いたL形部材スタンド。
【図１１】は、丸棒のL形部材を用いたスタンドを左側倒しガラス面に平行に収納した状
況斜視図。
【図１２】は、丸棒のL形部材を用いたスタンドの部分拡大状況斜視図。
【図１３】は、物干し竿のズレ止め防止ピン及び、L形板状部材を用いたスタンド内に物
干し竿ズレ止め防止ピン挿入穴を設けたスタンドの部分拡大斜視図。
【図１４】蝶板を用いた板状物干しスタンドをガラス面に取り付けし、物干しスタンドを
内側より見た斜視図。
【図１５】蝶板を用いた板状物干しスタンドをガラス面に取り付けし物干しスタンドを窓
ガラス外側より見た斜視図。
【図１６】ガラス面に取り付けした物干しスタンドの蝶板を90度折り曲げした左側面から
見た斜視図。
【図１７】ガラス面に取り付けした物干しスタンドの蝶板を90度折り曲げし右側面から見
た斜視図。
【図１８】ガラス面に取り付けした物干しスタンドを正面から見た斜視図。
【図１９】ガラス面に取り付けした物干しスタンドに、物干し竿を取り付けし右側面から
見た斜視図。
【図２０】ガラス面に取り付けした物干しスタンドに、物干し竿を取り付けしスタンドを
不使用時ガラス面に平行に収納した右側面から見た斜視図。
【図２１】ガラス面に取り付けした蝶板を用いた物干しスタンド状況斜視図。
【図２２】左下側面から見た蝶板を用いた物干しスタンド状況斜視図。
【図２３】物干しスタンド縦側面にL型ネジ込みフックを取り付けした状況斜視図。
【図２４】板状物干しスタンド縦側面に、ガラス面にスタンドを固定する吸盤を挿入する
突起部の状況斜視図。
【図２５】断熱保温反射性シート部材で洗濯衣類を囲みスタンドに取り付けした状況斜視
図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
光りが差し込む窓ガラスに、吸盤で物干しスタンドを取り付けし、物干し竿に洗濯物用ハ
ンガーを用いて洗濯物を吊り下げ、洗濯物周囲を断熱反射性シート部材で囲み、衣類を乾
かす。
【実施例１】
【００２０】
物干しスタンドの形状を三角形又は、L形形状のスタンドとしても良い。
【００２１】
L型物干しスタンドを、板状部材のプラスチック材、スチール、合板等を用い、ガラス面
に接する縦側面上下に吸盤を取り付けする、参考図、図1～2～3。
【００２２】
L型物干しスタンドと吸盤を連結する部材を縦側面に木ネジ又は木性のピンを用いて吸盤
をスタンドに取り付けしても良い参考図、図5、6、7、8。
【００２３】
L型物干しスタンドと吸盤を連結する部材を、市販のスチール製L型ネジ込みフックを用い
ても良い参考図23。
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【００２４】
板状L型物干しスタンド縦両端に、木ネジを取り付け、吸盤ピン挿入穴（8）に挿入でいる
突起部としても良い。
【００２５】
L型物干しスタンドに吸盤を取り付けする連結部を、吸盤ピン挿入穴（8）にスタンド縦側
面上下一部をL型突起部に加工し、吸盤挿入ピン穴（8）に差込入るように加工してもよい
参考図24。
【００２６】
L型形状の物干しスタンドを、丸棒、角棒のスチール製の支柱を用いてもよい、参考図10
、11、12。
【００２７】
棒状又は、パイプ状のスチール製L型スタンド縦上下に吸盤を取り付けしてもよい参考図
、図10、11、12。
【００２８】
L型物干しスタンドを、丸棒、角棒のスチール製の支柱を用いて光りが差し込むガラス窓
に、吸盤で物干しスタンドを取り付けし、洗濯物用ハンガーを用いて洗濯物を物干し竿に
吊り下げ乾かす。
【００２９】
上記記述したように、吸盤とL型スタンドは、吸盤穴（8）を軸にスタンドが左右に回転、
倒れる事が可能で図６、図７、図８、ガラス面にスタンドを取り付けして、スタンド不使
用時、ガラス面に平行に倒れる為、カーテン障子戸等の開閉時スタンドが障害とならない
参考図、図2。
【００３０】
物干し竿（3）両側にスタンド（2）の上部先端に設けている突起部（6）を挿入できる穴
を設けスタンドに物干し竿を取り付けする。
【００３１】
スタンド（2）上部先端に、物干し竿内挿入穴に挿入する物干し竿据付する為の、突起部
（6）を設ける参考図、図４、図６図１２図１４。
【００３２】
　ガラス面に取り付けしている二個の物干しスタンド（2）が、物干し竿（3）で結ばれ物
干し竿（3）を不使用時ガラス面に押し倒すと、スタンド（2）がガラス面に水平に倒れ収
納できる、参考図、図２、図２０。
【００３３】
　物干しスタンド不使用時、スタンドをガラス面に平行に折り倒しスタンド上部側面に設
けているスタンド収納固定吸盤（15）をガラス面に押さえつけスタンドを収納固定する参
考図、図１4、15,16。
【００３４】
物干しスタンド不使用時スタンドをガラス面に固定する吸盤（15）は、スタンド上部側面
一端に取り付けするもので、スタンド内に穴に吸盤押し込み取り付け可能な穴部とし、左
側面右側面に取り付け取り外すが容易な穴の大きさとする。
【００３５】
物干しスタンド不使用時スタンドをガラス面に固定する吸盤（15）は、丸棒形状L形スタ
ンド上部側面に差込取り付けするが、スタンドを折り曲げ倒す、ガラス面に水平に収納し
た場合、吸盤（15）が折り曲げ倒す側のガラス面に吸着できるよう吸盤が回転できる。
【実施例２】
【００３６】
物干しスタンド（2）上部に複数の物干し竿（3）を据付る溝部（5）を設ける。
【００３７】
物干しスタンド（2）上部に複数の物干し竿（3）を据付る物干し竿（3）のズレ止め防止
ピン（12）を挿入する穴（13）を設ける参考図、図13。
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【００３８】
上記記述した、スタンド上部に複数設けている、物干し竿（3）を据付る溝部（5）、物干
し竿（3）内に設けているズレ止め防止ピン挿入穴（13）は、洗濯衣類が水分を含み重い
場合又、洗濯物が多い場合スタンドに加わる力を軽減する為に、物干し竿の取り付けする
位置を変えることの出来るように設けたものである。
【００３９】
水分を含み洗濯衣類が重い場合、スタンドのガラス面に近い溝部、又は物干し竿ズレ止め
防止ピン挿入穴に物干し竿を据え付ける、参考図、図４、図１０図１１、図１２図１３　
。
【００４０】
スタンドに取り付けする吸盤を吸盤固定ピン（9）を用いず、蝶板を活用した物干しスタ
ンド実施例、図14、15、16、17、18、19、20、21である。
【００４１】
スタンド縦一端を切断分割し、蝶板（14）を用いて連結し、不使用時他方に折り曲げた押
し収納が出来るようにしたものである。
【００４２】
スタンドに取り付けする吸盤を吸盤固定ピン（9）を用いず、L型ネジ込みフックを用いた
状況斜視図、図23。
【００４３】
スタンドに取り付けする吸盤を吸盤固定ピン（9）を用いず、板状物干しスタンド縦側面
を、吸盤（1）を差込取り付けするように加工した状況斜視図、図24。
【実施例３】
【００４４】
洗濯物周囲を、保温、反射、断熱性シートで囲み太陽光をより多く衣類に当て、衣類を素
早く乾かす。
【００４５】
物干しスタンド内、物干し竿に吊り下げた洗濯衣類をより早く、日光で殺菌消毒し乾燥す
る為に、洗濯物を被うシート部材（1６）で有る。
【００４６】
シート部材（1６）は、スタンド一端に取り付けしても良く、又はシート部材（1６）を洗
濯物を囲み込むようにガラス面に吸盤を用いシート部材（16）を取り付けしてもよい。
【００４７】
　物干し竿（3）両端に保温断熱光りを反射するシート部材（1６）に差込取り付ける穴を
設け、差込取り付けした参考図、図２５。
【００４８】
　シート部材（1６）上部左右に干し物竿に挿入する穴部（17）を設け物干し竿に取り付
けした参考図、図25。
【００４９】
　シート部材（1６）上部をガラス面に取り付けする、吸盤部材（18）を設けても良い。
【００５０】
吸盤部材（18）を用い洗濯物を囲みガラス面にシート部材を取り付けしても良い。
【００５１】
　シート部材は、光りを反射するものであれば、アルミ箔を貼り付けしたシート地等どの
ようなシート部材でもよい。
【００５２】
　シート部材で囲まれた洗濯物を、直射日光の熱源で乾かすもので、シートそのものが断
熱性を有してあればビニールシート等どのような材質でもよい。
【００５３】
　洗濯衣類を、保温、断熱、日光を反射するシートで囲む為、衣類の乾燥する速度が速く
、又室内の臭い等が洗濯物に吸収する事が少なくなる。
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【産業上の利用可能性】
【００５４】
直射日光を活用した乾燥器具で有り、乾かす為のエネルギーを消費しないエコ商品であり
、従来室内で乾燥する為に生じる、洗濯物に繁殖した雑菌を日光で殺菌消毒ができ、日光
を一杯浴びた衣類を身にまとう事で体に優しい効果が期待でき又、室内に必要とした衣類
物干しスタンドの設置場を必要としない等、花粉症、粉塵等で引き起こすアレルギー性症
状の為、洗濯物を屋外での天日干しが出来ない人々には、必要とされる製品でもあり、時
代が求める商品となる。
【符号の説明】
【００５５】
　１　吸盤
　２　板状L型部材物干しスタンド
　３　物干し竿
　４　物干しハンガー
　５　物干し竿据付固定溝
　６　物干し竿据付固定突起部
　７　丸棒L形部材
　８　吸盤ピン挿入穴
　９　吸盤固定ピン
１０　吸盤固定ピン挿入穴
１１　丸棒L形部材のスタンド
１２　物干し竿のズレ止め防止ピン
１３　物干し竿ズレ止め防止ピン挿入穴
１４　蝶板
１５　スタンド収納固定吸盤
１６　シート部材
１７　物竿に挿入する穴部
１８　吸盤部材
１９　L型ネジ込みフック
２０　吸盤を挿入する突起部
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