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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガン本体（7）を含み、前記のガン本体に水道があり、前記のガン本体の後上に水道の
バルブ・スイッチの開閉を制御するためのボタン(1)を可動的に配置し、前記のガン本体
の中央にピン（16）により水種の切り替えのための装置を制御するための上ハンドル(8)
もある手動切替式スプレーガンであって、
　前記のバルブ・スイッチは、ボタン(1)、片側斜面の押し部品(2)、内案内盤(3)、片側
斜面の回転部品(4)、スイッチ回転コア(6)、前記片側斜面の回転部品(4)を後方に付勢す
るスイッチスプリング(5)、前記内案内盤(3)と前記スイッチ回転コア(6)の間に挿入され
て前記内案内盤(3)内部ガイドレールへの漏水を防止する前シール(21)、前記スイッチ回
転コア(6)と前記ガン本体（7）の間に挿入されて前記バルブ・スイッチ閉止時の漏水を防
止する二重シール(20)からなり、前記のガン本体の後上に取り付けられていて、前記のバ
ルブ・スイッチの開閉の切替えがボタン(1)を押して緩めて1回の切替えの実現し、前記の
ボタン(1)を押して、前記の内案内盤(3)内部ガイドレールが稼動して前記の片側斜面の押
し部品(2)を稼動させて押す方向だけで稼動できる同時に、前記の片側斜面の押し部品(2)
にある斜面が前記の片側斜面の回転部品(4)を回転させるので、前記の片側斜面の回転部
品(4)が前記のスイッチ回転コア(6)を回転させ、前記のガン本体内にある二重水穴（7a）
を開閉して水を水道（7b）を流させ、水の開閉の切替えを行い、
　前記の水種の切り替えのための装置は、内部が前記ガン本体(7)の二重水穴と連通し前
部の偏心位置に偏心穴の設けられたヘッドシェル（9）、偏心位置に複数の異なる水種用
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の噴射穴の設けられた水種段蓋(15)、前記ヘッドシェル（9）と前記水種段蓋(15)を連結
する水種段盤(14)、前記ヘッドシェル（9）の偏心穴と前記水種段蓋(15)の噴射穴を連結
する偏心インターフェース(13)、分岐ウェッジ回転部品(11)、前記分岐ウェッジ回転部品
(11)を後方へ付勢する噴射スプリング、ウェッジバー(10)、上ハンドル（8）からなり、
　前記のガン本体の上に取り付けられ、前記の上ハンドル（8）の下が押されると、上ハ
ンドル（8）の上部ピン（16）を支点にしてレバーとして働き、可動的に前記のウェッジ
バー(10)を押し、前記のウェッジバー(10)にある多段主動ウェッジ（10a）の主動ウェッ
ジ（10b）は前記の分岐ウェッジ回転部品(11)の多段被動ウェッジ（11b）の被動ウェッジ
（11a）と働きあい、分岐ウェッジ回転部品(11)を回転させ、前記の分岐ウェッジ回転部
品(11)が回転して前記の水種段蓋(15)を回転させて噴射分岐を切替え、構成装置の全体は
、ボタン・スイッチ(1)で水を入れられ、上ハンドル(8)で水種を切り替えられ、完全に片
手操作されることを特徴とする手動切替式スプレーガン。
【請求項２】
　前記のウェッジバー(10)の本体の円盤に中軸心に沿って円周により均一的に複数の主動
ウェッジ（10b）があり、前記の各主動ウェッジ（10b）に前記の多段主動ウェッジ（10a
）を形成するための斜面があり、前記の分岐ウェッジ回転部品(11)の多段被動ウェッジ（
11b）の被動ウェッジ（11a）と働きあい、回転させ、水種を切替えさせるようにすること
を特徴とする請求項1に記載の手動切替式スプレーガン。
【請求項３】
　前記のウェッジバー(10)の本体の円盤に中軸に沿って対称するバーの2本が伸びていて
、前記の各バーに溝（10c）があり、前記の各バー上にある溝（10c）の両側が円弧形であ
り、前記の上ハンドル（8）により動かされるようにすることを特徴とする請求項1に記載
の手動切替式スプレーガン。
【請求項４】
　前記の上ハンドル（8）の中央にピンスルーホール（8c）があり、ピン（16）により可
動的に前記のガン本体（7）に配置されるようにし、前記の上ハンドル（8）の上に二重フ
ォーク（8a）があり、前記のウェッジバー(10)のバーの2本にある溝（10c）の両側が円弧
形であり、前記上ハンドル（8）の下が押されると、前記二重フォーク（8a）が前記溝（1
0c）内で摺動しながら前記ウェッジバー（10）を押すようにすることを特徴とする請求項
1に記載の手動切替式スプレーガン。
【請求項５】
　前記の内案内盤(3)に均一的に配置されている複数の軸方向に延びる棒状部材による内
部ガイドレール（3a）があり、前記の片側斜面の押し部品(2)の複数の主動ウェッジ面（2
a）の軸方向に沿う縁が押される方向しか稼動できないようにすることを特徴とする請求
項1に記載の手動切替式スプレーガン。
【請求項６】
　前記の片側斜面の押し部品(2)の本体の円筒に中軸心に沿って円周により複数の主動ウ
ェッジ面（2a）が均一的に配置されていて、前記の片側斜面の回転部品(4)の片側斜面（4
a）を稼動させて回転させるようにし、前記の片側斜面の回転部品(4)にある十字形の凸部
（4b）を前記のスイッチ回転コア(6)にある十字形の凹部（6a）と整合させて、回転させ
て水の開閉を行うことを特徴とする請求項1に記載の手動切替式スプレーガン。
【請求項７】
　前記のスイッチ回転コア(6)の中央に十字形の凹部（6a）があり、前記の片側斜面の回
転部品(4)にある十字形の凸部（4b）とあわせて回転し、水の開閉を行うようにし、前記
のスイッチ回転コア(6)の中心の両側に対称して各々扇形溝付けの通水穴（6b）があり、
水の通過を便利にするようにすることを特徴とする請求項1に記載の手動切替式スプレー
ガン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は庭園、園芸及び洗浄のためのスプレーガン、特に手動切替式スプレーガンに関
し、噴射装置の技術分野に属する。
【背景技術】
【０００２】
　庭園、園芸及び洗浄のためのスプレーガンは好みに応じて選択する方式でのスプレーに
広く用いられてきた。現在、市販品のスプレーガンは多数がハンドル及びスプリング水栓
付けの構成（図12）であり、主な動作原理として、ハンドルが押されると、スプレーガン
がスプレーし、ハンドルが緩められると、水栓がスプリングの力によりリセットし、密封
する。この構成のスプレーガンは使用であまり便利ではないかもしれない。即ち、スプレ
ーガンの連続的スプレーの場合、使用者がハンドルを押したままスプレーガンが連続的に
スプレーする。言い換えれば、使用者がハンドルを押したまましなければスプレーガンが
連続的にスプレーできなく、操作時間が長い場合、使用者が疲れると感じる。女性作業者
が特にそうである。そのために、スプレーガンに三角リングに回転軸が付けられたフリッ
プロックがあるが、両手操作が必要である。言い換えれば、右手でスプレーガンハンドル
とハンドルを握る場合、左手の指の何本と指の爪で前記のフリップロックを開け、大きな
角度（例えば、45度）でそれを回し、前記のフリップロックが適切にハンドルの上縁の内
に締め付けるようにしなければいけなく、前記のフリップロックが脱出されるように、停
止する場合にも右手でしっかりスプレーガンハンドル及びハンドルを握り、左手の指及び
指の爪で前記のフリップロックを開け、大きな角度（例えば、45度）でそれを回し、前記
のフリップロックがしっかりハンドルの上縁の締め付け箇所に締め付けるようにしなけれ
ばいけない。よって、両手操作がとても手間がかかるものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　スプレーガンの便利な操作は長い間に渡って解決されていない難しい課題である。バッ
クルでロックするスプレーガンは使い方が簡単であるが、不注意による誤動作があり、噴
射の様式が変えられないので、片手操作の手動切替式スプレーガンが望まれてきた。
【０００４】
　現状のスプレーガンの欠点を解決するように、本発明では便利に片手で操作でき、様式
を変えるスプレーガンを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の手動切替式スプレーガンは,ガン本体を含み、前記のガン本体に水道があり、
前記のガン本体の後上に水道のバルブ・スイッチの開閉を制御するためのボタンを可動的
に配置していて、前記のガン本体の中央にピンにより可動的にハンドルが配置されていて
、水種の切り替えを制御するための装置である。前記のバルブ・スイッチはボタン、片側
斜面の押し部品、内案内盤、片側斜面の回転部品、スイッチ回転コア、前記片側斜面の回
転部品を後方に付勢するスイッチスプリング、前記内案内盤と前記スイッチ回転コアの間
に挿入されて前記内案内盤内部ガイドレールへの漏水を防止する前シール、前記スイッチ
回転コアと前記ガン本体の間に挿入されて前記バルブ・スイッチ閉止時の漏水を防止する
二重シールからなり、前記のガン本体の後上に取り付けられていて、前記のバルブ・スイ
ッチの開閉の切替えがボタンを押して緩めて切替えの1回を実現できると言うことにある
。前記のボタンを押すと、前記の内案内盤の内部ガイドレールが稼動して前記の片側斜面
の押し部品を稼動させ、押す方向だけで稼動できる同時に、前記の片側斜面の押し部品の
斜面により前記の片側斜面の回転部品が回転し、前記の片側斜面の回転部品が前記のスイ
ッチ回転コアを回転させ、前記のガン本体内にある二重水穴を開閉して水を水道を流させ
、水の開閉の切替えを実現する。前記の水種の切り替えのための装置は特徴が内部が前記
ガン本体の二重水穴と連通し前部の偏心位置に偏心穴の設けられたヘッドシェル、偏心位
置に複数の異なる水種用の噴射穴の設けられた水種段蓋、前記ヘッドシェルと前記水種段
蓋を連結する水種段盤、前記ヘッドシェルの偏心穴と前記水種段蓋の噴射穴を連結する偏
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心インターフェース、分岐ウェッジ回転部品、前記分岐ウェッジ回転部品を後方へ付勢す
る噴射スプリング、ウェッジバー、上ハンドルからなり、前記のガン本体の上に取り付け
られていて、前記の上ハンドルの下が押されると、上ハンドルの上部ピンを支点にしてレ
バーとして働き、可動的に前記のウェッジバーを押すと言うことにある。前記のウェッジ
バーにある多段主動ウェッジの主動ウェッジは前記の分岐ウェッジ回転部品の多段被動ウ
ェッジの被動ウェッジと働きあい、分岐ウェッジ回転部品を回転させ、前記の分岐ウェッ
ジ回転部品が回転して前記の水種段蓋を回転させて噴射分岐の切替えを実現する。構成装
置の全体がボタン・スイッチで水を入れられ、上ハンドルで水種を切り替えられ、完全に
片手操作が実現される。
【０００６】
　前記の解決手段では、前記のウェッジバーの本体の円盤に中軸心に沿って円周により均
一的に複数の主動ウェッジがあり、前記の各主動ウェッジに前記の多段主動ウェッジを形
成するための斜面があり、前記の分岐ウェッジ回転部品の多段被動ウェッジの被動ウェッ
ジと働きあい、回転させ、水種を切替えるようにすることを特徴とする手動切替式スプレ
ーガンである。
【０００８】
　前記の解決手段では、前記のウェッジバーの本体の円盤に中軸に沿って対称するバーの
2本が伸びていて、前記の各バーに溝があり、前記の各バー上にある溝の両側が円弧形で
あり、前記の上ハンドルにより動かされるようにすることを特徴とする手動切替式スプレ
ーガンである。
【０００９】
　前記の解決手段では、前記の上ハンドルの中央にピン・スルーホールがあり、ピンによ
り可動的に前記のガン本体に配置するようにし、前記の上ハンドルの上に二重フォークが
あり、前記のウェッジバーのバーの2本にある溝の両側が円弧形であり、前記上ハンドル
の下が押されると、前記二重フォークが前記溝内で摺動しながら前記ウェッジバーを押す
ようにすることを特徴とする手動切替式スプレーガンである。
【００１０】
　前記の解決手段では、前記の内案内盤に均一的に配置されている複数の軸方向に延びる
棒状部材による内部ガイドレールがあり、前記の片側斜面の押し部品の複数の主動ウェッ
ジ面の軸方向に沿う縁が押される方向しか稼動できないようにすることを特徴とする手動
切替式スプレーガンである。
【００１１】
　前記の解決手段では、前記の片側斜面の押し部品の本体の円筒上中軸心に沿って円周に
より複数の主動ウェッジ面が均一的に配置されていて、前記の片側斜面の回転部品の片側
斜面を稼動させて回転させるようにし、前記の片側斜面の回転部品にある十字形の凸部を
前記のスイッチ回転コアにある十字形の凹部と整合させて、回転させて水の開閉を行うこ
とを特徴とする手動切替式スプレーガンである。
【００１３】
　前記の解決手段では、前記のスイッチ回転コアの中央に十字形の凹部があり、前記の片
側斜面の回転部品にある十字形の凸部とあわせて回転し、水の開閉を行うようにし、前記
のスイッチ回転コアの中心の両側に対称して各々扇形溝付けの通水穴があり、水の通過を
便利にするようにすることを特徴とする手動切替式スプレーガンである。
【発明の効果】
【００１４】
　手動切替式スプレーガンは園芸用製品であり、上ハンドルにより水種の切替えを実現し
、ボタンにより水の開閉を実現し、両手操作及び水が流れる状態で水種を切替える場合に
手が水に触ることによる不良体験を変える同時に、使用者の誤操作を少なくするように、
この製品は水の片手開閉及び噴射切替えを実現する同時に、使用者が主動的に手で噴射切
替えを実現する機能を残している。主動部品の斜面に圧力角がどこでも等しい等角螺旋面
（対数螺旋面）を利用している。これは技術上の進歩であり、それによる主動ウェッジが
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働きあいに更に便利である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】手動切替式スプレーガンのシェルが取り外された内部の立体図。
【図２】手動切替式スプレーガンの外部の立体図。
【図３】手動切替式スプレーガンのシェルが取り外された内部の別の角度の立体図。
【図４】手動切替式スプレーガンのシェルが取り外された内部の別の角度の立体図。
【図５】手動切替式スプレーガンのシェルが取り外された内部の別の角度の立体図。
【図６】手動切替式スプレーガンのボタンの立体図。
【図７】手動切替式スプレーガンの上ハンドルの立体図。
【図８】手動切替式スプレーガンのボタン的内部の立体図。
【図９】手動切替式スプレーガンの上ハンドルの別の角度の立体図。
【図１０】手動切替式スプレーガンの水種段蓋の立体図。
【図１１】手動切替式スプレーガンの内案内盤の立体図。
【図１２】手動切替式スプレーガンの分岐ウェッジ回転部品の立体図。
【図１３】手動切替式スプレーガンの分岐ウェッジ回転部品の別の角度の立体図。
【図１４】手動切替式スプレーガンの片側斜面の押し部品の立体図。
【図１５】手動切替式スプレーガンの片側斜面の押し部品の別の角度の立体図。
【図１６】手動切替式スプレーガンのずれのある前後インターフェースの偏心インターフ
ェースの立体図。
【図１７】手動切替式スプレーガンの片側斜面の回転部品の立体図。
【図１８】手動切替式スプレーガンの片側斜面の回転部品の別の視覚による立体図。
【図１９】手動切替式スプレーガンのスイッチ回転コアの立体図。
【図２０】手動切替式スプレーガンのスイッチ回転コアの別の視覚による立体図。
【図２１】手動切替式スプレーガンの本体の立体図。
【図２２】手動切替式スプレーガンのウェッジバーの立体図。
【図２３】手動切替式スプレーガンのウェッジバーの別の視覚による立体図。
【図２４】手動切替式スプレーガンの部品の全部を含む分解組立図。
【図２５】手動切替式スプレーガンの噴射表示矢印のある断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照し説明する。
【００１７】
　本発明によるスプレーガンは水種の切替えの装置が内蔵されていて、片手操作だけで各
水種の切替えを完成でき、従来の面倒な両手操作及び手に水が付けることによる不便を避
けるものであり、コンパクトであり、給水ホースにより接続されるので、使用に便利であ
る。
【００１８】
　本実施形態は、ガン本体（7）を含み、前記のガン本体に水道があり、前記のガン本体
の後上に水道のバルブ・スイッチの開閉を制御するためのボタン(1)を可動的に配置して
いて、前記のガン本体の中央にピン（16）により水種の切り替えのための装置を制御する
ための上ハンドル(8)もある手動切替式スプレーガンである。前記のバルブ・スイッチは
特徴がボタン(1)、片側斜面の押し部品(2)、内案内盤(3)、片側斜面の回転部品(4)、スイ
ッチスプリング(5)、前シール(21)、スイッチ回転コア(6)、二重シール(20)からなり、相
次ぎに前記のガン本体の後上に取り付けられていて、前記のバルブ・スイッチの開閉の切
替えがボタン(1)を押して緩めて切替えの1回を実現し、前記のボタン(1)を押して、前記
の内案内盤(3)内部ガイドレールが稼動して前記の片側斜面の押し部品(2)を稼動させて押
す方向だけで稼動できる同時に、前記の片側斜面の押し部品(2)にある斜面が前記の片側
斜面の回転部品(4)を回転させるので、前記の片側斜面の回転部品(4)が前記のスイッチ回
転コア(6)を回転させ、前記のガン本体内にある二重水穴（7a）を開閉して水を水道（7b
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）を流させ、水の開閉の切替えを実現するということにある。前記の水種の切り替えのた
めの装置は特徴が水種段蓋(15)、水種段盤(14)、偏心インターフェース(13)、噴射スプリ
ング(12)、分岐ウェッジ回転部品(11)、ウェッジバー(10)、ヘッドシェル（9）、上ハン
ドル（8）からなり、相次ぎに前記のガン本体の上に取り付けられているということにあ
る。前記の上ハンドル（8）の下が押されると、上ハンドル（8）の上部ピン（16）を支点
にしてレバーとして働き、可動的に前記のウェッジバー(10)を推す。前記のウェッジバー
(10)にある多段主動ウェッジ（10a）の主動ウェッジ（10b）は前記の分岐ウェッジ回転部
品(11)の多段被動ウェッジ（11b）の被動ウェッジ（11a）と働きあい、分岐ウェッジ回転
部品(11)を回転させ、前記の分岐ウェッジ回転部品(11)が回転して前記の水種段蓋(15)を
回転させて噴射分岐の切替えを実現する。構成装置の全体はボタン・スイッチ(1)で水を
入れ、上ハンドル(8)水種を切り替え、完全に片手操作を実現する。
【００１９】
　本実施形態は、前記のウェッジバー(10)の本体の円盤に中軸心に沿って円周により均一
的に複数の主動ウェッジ（10b）があり、前記の各主動ウェッジ（10b）に多段主動ウェッ
ジ（10a）を形成するための斜面があり、前記の分岐ウェッジ回転部品(11)の多段被動ウ
ェッジ（11b）の被動ウェッジ（11a）と働きあい、回転させ、水種を切替えさせるように
することを特徴とする手動切替式スプレーガンである。
【００２０】
　本実施形態は、前記のウェッジバー（10）の本体の円盤に中軸心に沿って円周により均
一的に複数の主動ウェッジ（10a) があり、前記の各主動ウェッジ（10a)斜面のある面が
圧力角がどこでも等しい等角螺旋面（対数螺旋面）であり、それによる主動 ウェッジが
前記の分岐ウェッジ回転部品(11)の多段被動ウェッジ（11b）の被動ウェッジ（11a）と働
きあい、回転させ、水種を切替えさせることが便利であることを特徴とする手動切替式ス
プレーガンである。
【００２１】
　本実施形態は、前記のウェッジバー(10)の本体の円盤に中軸に沿って対称するバーの2
本が伸びていて、前記の各バーに溝（10c）があり、前記の各バー上にある溝（10c）に溝
の両側が円弧形であり、前記の上ハンドル（8）により動かされるようにすることを特徴
とする手動切替式スプレーガンである。
【００２２】
　本実施形態は、前記の上ハンドル（8）の中央にピンスルーホール（8c）があり、ピン
（16）により可動的に前記のガン本体（7）に配置されるようにし、前記の上ハンドル（8
）の上に二重フォーク（8a）があり、前記のウェッジバー(10)のバーの2本にある溝の両
側が円弧形である溝（10c）を動かすようにすることを特徴とする手動切替式スプレーガ
ンである。
【００２３】
　本実施形態は、前記の内案内盤(3)に均一的に配置されている複数のスプラインによる
内部ガイドレール（3a）があり、前記の片側斜面の押し部品(2)の複数の主動ウェッジ面
（2a）の軸方向に沿う縁が押される方向しか稼動できないようにすることを特徴とする手
動切替式スプレーガンである。
【００２４】
　本実施形態は、前記の片側斜面の押し部品(2)の本体の円筒に中軸心に沿って円周によ
り複数の主動ウェッジ面（2a）が均一的に配置されていて、前記の片側斜面の回転部品(4
)の片側斜面（4a）を稼動させて回転させるようにし、前記の片側斜面の回転部品(4)にあ
る十字形の凸部（4b）を前記のスイッチ回転コア(6)にある十字形の凹部（6a）と整合さ
せて、回転させて水の開閉を行うことを特徴とする手動切替式スプレーガンである。
【００２５】
　本実施形態は、前記の片側斜面の押し部品(2)の本体の円筒上中軸心に沿って円周によ
り複数の主動ウェッジ面（2a）が均一的に配置されていて、前記の主動ウェッジ面が圧力
角がどこでも等しい等角螺旋面（対数螺旋面）であり、それによる主動ウェッジ面が更に
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安定に前記の片側斜面の回転部品(4)の片側斜面（4a）を稼動させて回転させることに有
利であり、前記の片側斜面の回転部品(4)にある十字形の凸部（4b）を前記のスイッチ回
転コア(6)にある十字形の凹部（6a）と整合させて、回転させて水の開閉を行うことを特
徴とする手動切替式スプレーガンである。
【００２６】
　本実施形態は、前記のスイッチ回転コア(6)の中央に十字形の凹部（6a）があり、前記
の片側斜面の回転部品(4)にある十字形の凸部（4b）とあわせて回転し、水の開閉を行う
ようにし、前記のスイッチ回転コア(6)の中心の両側に対称して各々扇形溝付けの通水穴
（6b）があり、水の通過を便利にするようにすることを特徴とする手動切替式スプレーガ
ンである。
【００２７】
　実施形態では水種の切替えでも水の開閉でも完全に片手操作を実現する手動切替え形の
スプレーガンを提供し、構成がコンパクトであり、信頼できる。手動切替式スプレーガン
は園芸用製品であり、上ハンドル（8）により水種の切替えを実現し、ボタン(1)により水
の開閉を実現し、両手操作及び水が流れる状態で水種を切替える場合に手が水に触ること
による不良体験を変える同時に、使用者の誤操作を少なくするように、片手による水の開
閉及び噴射の切替えを実現する同時に、使用者が手で噴射の切替えを実現する機能を残す
。主動部品の斜面に圧力角がどこでも等しい等角螺旋面（対数螺旋面）を利用している。
これは技術上の進歩である。ガン本体（7）を含み、前記のガン本体に水道があり、前記
のガン本体の後上に水道のバルブ・スイッチの開閉を制御するためのボタン(1)を可動的
に配置していて、前記のガン本体の中央にピン（16）により水種の切り替えのための装置
を制御するための上ハンドル(8)もある手動切替式スプレーガン。構成装置の全体はボタ
ン・スイッチ(1)で水を入れ、上ハンドル(8)で水種を切替え、水種の切り替えのための装
置にあるウェッジバー(10)の本体の円盤に中軸心に沿って円周により均一的に複数の主動
ウェッジ（10b）があるので、分岐ウェッジ回転部品とあわせて回転させて水種を切替え
ることに便利である。主動ウェッジの面は圧力角がどこでも等しい等角螺旋面（対数螺旋
面）であり、それによる主動ウェッジが協力に更に便利であるので、水種の切替えが更に
信頼できるようになる。
【００２８】
　なお、上記に説明した本実施形態は、本発明者により採用された技術的思想の創作の代
表例である。これら創作の例は本発明の実施のための好ましい実施形態の例示であり、本
発明の技術分野に属する者あれば、本発明の開示に鑑みて、本発明の要旨から離れること
なく、多数の改良、変更、追加等が可能である。
【符号の説明】
【００２９】
　1・・・ボタン
　2・・・片側斜面の押し部品
　2a・・・主動ウェッジ面
　3・・・内案内盤
　3a・・・内部ガイドレール
　4・・・片側斜面の回転部品
　4a・・・片側斜面
　4b・・・十字形の凸部
　5・・・スイッチスプリング
　6・・・スイッチ回転コア
　6a・・・十字形の凹部
　6b・・・扇形溝付けの通水穴
　7・・・ガン本体
　7a・・・二重水穴
　7b・・・水道
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　8・・・上ハンドル
　8a・・・二重フォーク
　8c・・・ピン・スルーホール
　9・・・ヘッドシェル
　10・・・ウェッジバー
　10a・・・多段主動ウェッジ
　10b・・・主動ウェッジ
　10c・・・溝
　11・・・分岐ウェッジ回転部品
　11a・・・被動ウェッジ
　11b・・・多段被動ウェッジ
　12・・・噴射スプリング
　13・・・偏心インターフェース
　14・・・水種段盤
　15・・・水種段蓋
　16・・・ピン
　17・・・ハンドルスプリング
　18・・・インターフェース
　19・・・シール
　20・・・二重シール
　21・・・前シール
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