
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に液体が充填される容器と、該容器の口部に装着されるとともに、容器内に充填さ
れた液体を噴射する噴霧器と、該噴霧器に一端が連結されるとともに、他端が前記容器内
に挿入されるディップチューブとを備えた液体噴霧装置において、
　前記容器の
、前記噴霧器のノズル側の隅部に向かって所定の角度で傾斜する一対の凸部を 、該
凸部によって前記ディップチューブの挿入角度を矯正し、先端を前記噴霧器のノズル側の
隅部に導く矯正部を ことを特徴とする液体噴霧装置。
【請求項２】
　内部に液体が充填される容器と、該容器の口部に装着されるとともに、容器内に充填さ
れた液体を噴射する噴霧器と、該噴霧器に一端が連結されるとともに、他端が前記容器内
に挿入されるディップチューブとを備えた液体噴霧装置において、
　前記容器の

、前記噴霧器のノズル側の隅部に向かって所定の角度で傾斜する凸部を形成し、該凸
部によって前記ディップチューブの挿入角度を矯正し、先端を前記噴霧器のノズル側の隅
部に導く矯正部を ことを特徴とする液体噴霧装置。
【請求項３】
　内部に液体が充填される容器と、該容器の口部に装着されるとともに、容器内に充填さ
れた液体を噴射する噴霧器と、該噴霧器に一端が連結されるとともに、他端が前記容器内
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分に
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に挿入されるディップチューブとを備えた液体噴霧装置において、
　前記容器の 、この凹部に対応する内面側の部分
に、前記噴霧器のノズル側の隅部に向かって所定の角度で傾斜する凸部を形成し、該凸部
によって前記ディップチューブの挿入角度を矯正し、先端を前記噴霧器のノズル側の隅部
に導く矯正部を ことを特徴とする液体噴霧装置。
【請求項４】
　内部に液体が充填される容器と、該容器の口部に装着されるとともに、容器内に充填さ
れた液体を噴射する噴霧器と、該噴霧器に一端が連結されるとともに、他端が前記容器内
に挿入されるディップチューブとを備えた液体噴霧装置において、
　前記容器の外面側の 凹部を設け、この凹部
に対応する内面側の部分に、前記噴霧器のノズル側の隅部に向かって所定の角度で傾斜す
る凸部を形成し、該凸部によって前記ディップチューブの挿入角度を矯正し、先端を前記
噴霧器のノズル側の隅部に導く矯正部を ことを特徴とする液体噴
霧装置。
【請求項５】
　内部に液体が充填される容器と、該容器の口部に装着されるとともに、容器内に充填さ
れた液体を噴射する噴霧器と、該噴霧器に一端が連結されるとともに、他端が前記容器内
に挿入されるディップチューブとを備えた液体噴霧装置において、
　前記容器の

内面側の部分に、前記噴霧器のノズル側の隅部に向かって所定の角
度で傾斜する環状の凸部を形成し、該凸部によって前記ディップチューブの挿入角度を矯
正し、先端を前記噴霧器のノズル側の隅部に導く矯正部を ことを
特徴とする液体噴霧装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、容器内に充填した液体を噴霧器によって吸い上げて噴射する液体噴霧装置に
関し、特に、最後の一滴まで効率良く吸い上げて噴射することのできる液体噴霧装置に関
するものである。
【０００２】
【従来技術およびその問題点】
一般に、浴槽、窓ガラス等の表面に液状洗剤等の液体（以下、液体という。）を吹き付け
るため等に用いられる液体噴霧装置にあっては、内部に液体が充填される容器と、この容
器の口部に装着されるとともに、容器内に充填した液体を吸い上げて噴射する噴霧器と、
この噴霧器に一端が連結されるとともに、他端が容器内に挿入されるディップチューブと
を具えている。
【０００３】
そして、噴霧器を操作すると、噴霧器のポンプ作用によって容器内の液体がディップチュ
ーブを介して吸い上げられて噴射され、浴槽等の表面の汚れている箇所に液体が吹き付け
られるものである。
【０００４】
しかしながら、上記のように構成される液体噴霧装置にあっては、容器内の液体の残量が
少ない状態で容器を傾けて使用すると、液体が容器の底部の一方の隅部（最下部に位置す
る隅部）のみに集められるため、ディップチューブの先端が反対側の隅部に位置する場合
には液体を吸い上げることができない。このため、噴霧器を容器から取り外し、ディップ
チューブの容器への挿入角度を調整しなければならない。
【０００５】
一方、上記ような問題点を解決するため、容器の口部にディップチューブの挿入角度を矯
正する矯正部材を挿着した液体噴霧装置が提案されている。
【０００６】
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口部の下側の外面側の側部に凹部を設け
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中間部に容器の両側面を貫通する楕円形状の孔を傾斜させた状態で設け、こ
の孔に対応する容器の
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矯正部材は、合成樹脂等からなる略筒状をなすものであって、内周面の一部に所定の角度
で傾斜する矯正面が形成され、この矯正面にディップチューブを接触させることで、ディ
ップチューブの容器への挿入角度が矯正されるものである。
【０００７】
しかしながら、上記のように構成される液体噴霧装置にあっては、矯正部材の分だけ部品
の数が多くなり、全体としてのコストが高くなるとともに、矯正部材の矯正面が容器の底
部の一方の隅部の方向を向くように、矯正部材を容器の口部に取り付けなければならない
ため、その調整に手間がかかる。
【０００８】
また、前述した問題点を解決した液体噴霧装置が、実開昭６４－５２５６９号公報、実開
平４－７４５６２号公報、実開昭６２－１００６６号公報および実開昭６３－８６８６６
号公報に開示されている。
【０００９】
実開昭６４－５２５６９号公報に開示されている液体噴霧装置（スプレー容器）は、上端
に開口を有するとともに、内部に液体を収容する容器と、前記開口に取付けられるととも
に、吸い上げパイプにより液体を吸い上げてノズルから噴射する噴射ポンプとを具えたも
のであって、容器内の液体の最深部に前記吸い上げパイプの先端が位置するように、吸い
上げパイプの位置決めをする係止部を前記容器に一体に成形したものである。
【００１０】
このようなスプレー容器にあっては、容器に吸い上げパイプの位置決めをする係止部を一
体に成形してあるので、吸い上げパイプを容器内の液体の最深部に位置させることができ
、容器を傾斜させて使用した場合であっても、液体の最後の一滴まで吸い上げて噴射する
ことができるものである。
【００１１】
しかしながら、係止部は容器の最深部近傍に設けられているため、容器の開口から吸い上
げパイプを容器内に挿入する場合に、挿入するだけでは吸い上げパイプの先端を係止部に
係止させることが困難であるため、吸い上げパイプを予め湾曲させておく等の手段が必要
となり、その作業に手間がかかる。
【００１２】
実開平４－７４５６２号公報に開示されている液体噴霧装置（ハンドスプレイ）は、容器
内に挿入されるとともに、容器の口部に取付けられる噴射ノズルに連結される可撓性液ホ
ースの下端に、非腐食性、不錆性を有する素材からなる錘を取付けたものであって、錘に
よって容器が水平状態にあるときでも、傾斜状態にあるときでも、常に可撓性液ホースの
先端が容器の最深部に位置するようにし、最後の一滴まで液体を効率よく吸い上げること
ができるように構成したものである。
【００１３】
しかしながら、可撓性液ホースに錘を取付けているために、錘の分だけ部品の数が多くな
り、全体としてのコストが高くなるとともに、組み立てにも手間がかかる。
【００１４】
実開昭６２－１００６６号公報、実開昭６３－８６８６６号公報にも、前述した実開平４
－７４５６２号と同様に、液体を吸い上げるホースに錘を取付けたものが開示されている
が、これらにあっても、部品の数が多くなるとともに、錘の取付けに手間がかかり、さら
に、錘の効果が得られるようにするためには、湾曲しやすい材質のホースを使用しなけれ
ばならず、耐久性が問題となる。
【００１５】
この発明は前記のような従来のもののもつ問題点を解決したものであって、液体の残量が
少なくなった状態で容器を傾けて使用しても、最後の一滴まで確実に吸い上げて噴射する
ことのできる液体噴霧装置を提供することを目的とするものである。
【００１６】
【問題点を解決するための手段】
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　上記の問題点を解決するためにこの発明は、内部に液体が充填される容器と、該容器の
口部に装着されるとともに、容器内に充填された液体を噴射する噴霧器と、該噴霧器に一
端が連結されるとともに、他端が前記容器内に挿入されるディップチューブとを備えた液
体噴霧装置において、前記容器の

前記噴霧器のノズル側の隅部に向かって所定の角度で傾斜する一対
の凸部を 、該凸部によって前記ディップチューブの挿入角度を矯正し、先端を前記
噴霧器のノズル側の隅部に導く矯正部を 手段を採用したものであ
る。
　 、内部に液体が充填される容器と、該容器の口部に装着されるとともに、容器内に
充填された液体を噴射する噴霧器と、該噴霧器に一端が連結されるとともに、他端が前記
容器内に挿入されるディップチューブとを備えた液体噴霧装置において、前記容器の外面
側の側部から底部にかけて凹部を設け、この凹部に対応する内面側の部分に、前記噴霧器
のノズル側の隅部に向かって所定の角度で傾斜する凸部を形成し、該凸部によって前記デ
ィップチューブの挿入角度を矯正し、先端を前記噴霧器のノズル側の隅部に導く矯正部を

手段を採用したものである。
　さらに、内部に液体が充填される容器と、該容器の口部に装着されるとともに、容器内
に充填された液体を噴射する噴霧器と、該噴霧器に一端が連結されるとともに、他端が前
記容器内に挿入されるディップチューブとを備えた液体噴霧装置において、前記容器の口
部の下側の外面側の側部に凹部を設け、この凹部に対応する内面側の部分に、前記噴霧器
のノズル側の隅部に向かって所定の角度で傾斜する凸部を形成し、該凸部によって前記デ
ィップチューブの挿入角度を矯正し、先端を前記噴霧器のノズル側の隅部に導く矯正部を

手段を採用したものである。
　さらに、内部に液体が充填される容器と、該容器の口部に装着されるとともに、容器内
に充填された液体を噴射する噴霧器と、該噴霧器に一端が連結されるとともに、他端が前
記容器内に挿入されるディップチューブとを備えた液体噴霧装置において、前記容器の外
面側の中間部の側部に容器の内方に食い込むように凹部を設け、この凹部に対応する内面
側の部分に、前記噴霧器のノズル側の隅部に向かって所定の角度で傾斜する凸部を形成し
、該凸部によって前記ディップチューブの挿入角度を矯正し、先端を前記噴霧器のノズル
側の隅部に導く矯正部を 手段を採用したものである。
　さらに、内部に液体が充填される容器と、該容器の口部に装着されるとともに、容器内
に充填された液体を噴射する噴霧器と、該噴霧器に一端が連結されるとともに、他端が前
記容器内に挿入されるディップチューブとを備えた液体噴霧装置において、前記容器の中
間部に容器の両側面を貫通する楕円形状の孔を傾斜させた状態で設け、この孔に対応する
容器の内面側の部分に、前記噴霧器のノズル側の隅部に向かって所定の角度で傾斜する環
状の凸部を形成し、該凸部によって前記ディップチューブの挿入角度を矯正し、先端を前
記噴霧器のノズル側の隅部に導く矯正部を 手段を採用したもので
ある。
【００１７】
【作用】
この発明は前記のような手段を採用したことにより、ディップチューブは、容器の内部に
設けた矯正部の凸部によって挿入角度が矯正され、先端が容器の底部の一方の隅部に導か
れることになる。したがって、液体の残量が少なくなった状態で容器を傾けて使用しても
、ディップチューブの先端は液体内に確実に位置することになるので、液体が容器内に完
全になくなるまで液体を吸い上げて噴射することができることになる。
【００１８】
【実施例】
以下、図面に示すこの発明の実施例について説明する。
図１～図３には、この発明による液体噴霧装置の第１の実施例が示されていて、この実施
例に示す液体噴霧装置は、内部に液状洗剤等の液体（以下、液体という。）が充填される
容器１と、この容器１の口部２に装着されるとともに、容器１内に充填された液体を吸い
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上げて噴射する噴霧器６と、この噴霧器６に一端が連結されるとともに、他端が容器１内
に挿入されるディップチューブ１１とを具えている。
【００１９】
前記容器１は、合成樹脂等から形成される略瓶形状をなすものであって、上端に前記口部
２が設けられるとともに、口部２の外周面には前記噴霧器６を容器１に固定するためのね
じ部（図示せず）が設けられるようになっている。
【００２０】
前記容器１の外面側の口部２の下側の部位には、その部分を両側から挟持するように一対
の凹部３、３が設けられ、この凹部３、３によって容器１の内面側には一対の凸部４、４
が形成され、この凸部４、４によって前記ディップチューブ１１の容器１内への挿入角度
を矯正する矯正部５が構成されるものである。
【００２１】
前記両凸部４、４間の距離は前記ディップチューブ１１の外径よりも小さく形成されると
ともに、両凸部４、４は前記容器１の底部の一方の隅部の方向（後述する噴霧器６のノズ
ル１０側の隅部）に向かって所定の角度で傾斜するようになっている。
【００２２】
前記噴霧器６は、前記容器１の口部２の外周面のねじ部と合致するねじ部（図示せず）を
内周面に有するキャップ７と、このキャップ７の上部に取り付けられるとともに、内部に
液体の通路（図示せず）を有するポンプ部８とからなり、ポンプ部８のレバー９の操作に
よって容器１内の液体が前記通路内に吸い上げられ、通路の先端に設けたノズル１０から
霧状に噴射されるものである。
【００２３】
前記ディップチューブ１１は、合成樹脂等から形成されるチューブ状をなすものであって
、一端が前記噴霧器６のポンプ部８の通路に連結されるとともに、他端が前記容器１内に
挿入されて容器１内の底部に位置するようになっている。
【００２４】
そして、上記のように構成した噴霧器６のポンプ部８の通路にディップチューブ１１の一
端を連結し、この状態でディップチューブ１１の他端を容器１内に挿入し、噴霧器６のキ
ャップ７を容器１の口部２に螺合させ、噴霧器６を容器１に固定することでこの実施例に
よる液体噴霧装置が組み立てられるものである。
【００２５】
そして、上記のように組み立てた液体噴霧装置を用いて、浴槽、窓ガラス等の表面に液体
を吹き付けるには、噴霧器６のノズル１０を浴槽等の表面の汚れている箇所に向け、ポン
プ部８のレバー９を操作すると、容器１内の液体がディップチューブ１１を介してポンプ
部８の通路内に吸い上げられ、通路の先端に設けられているノズル１０から噴射され、浴
槽等の表面に吹き付けられるものである。
【００２６】
上記のように構成したこの実施例による液体噴霧装置にあっては、ディップチューブ１１
は、容器１の内面側に設けた矯正部５を介して容器１内に挿入され、矯正部５の両凸部４
、４によって挿入角度が矯正され、先端が容器１の底部の一方の隅部（噴霧器６のノズル
１０側の隅部）に導かれることになる。
【００２７】
したがって、容器１内の液体の残量が少なくなった状態で容器１を傾けて使用しても、デ
ィップチューブ１１の先端が容器１の底部の一方の隅部（容器１を傾けた場合に液体が集
合する側の隅部）に位置することになるので、液体が完全になくなるまでディップチュー
ブ１１の先端は液体内に位置することになり、最後の一滴まで確実に吸い上げて噴射する
ことができることになる。
【００２８】
また、ディップチューブ１１は、先端から全体を徐々に容器１内に挿入していけば、矯正
部５の一対の凸部４、４によって矯正されて先端が強制的に容器１の底部の一方の隅部に
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導かれるので、容器１への挿入が簡単にできるものである。
【００２９】
図４および図５には、この発明による液体噴霧装置の第２の実施例が示されていて、この
実施例に示す液体噴霧装置は、容器１の外面側の側部から底部にかけて凹部１２を設け、
この凹部１２に対応する容器１の内面側の部分に、容器１内の側部から底部の一方の隅部
に向かって所定の角度で傾斜する凸部１３を形成し、この凸部１３で前記ディップチュー
ブ１１の挿入角度を矯正する矯正部１４を構成したものであって、その他の構成は前記第
１の実施例に示すものと同様の構成を有しているので、前記第１の実施例に示すものと同
一の部分には同一の番号を付して、その構成の詳細な説明は省略するものとする。
【００３０】
そして、この実施例に示す液体噴霧装置にあっても前記第１の実施例に示すものと同様に
、ディップチューブ１１は、矯正部１４を介して容器１内に挿入され、矯正部１４の凸部
１３によって挿入角度が矯正され、先端が容器１の底部の一方の隅部（噴霧器６のノズル
１０側の隅部）に導かれることになる。
【００３１】
したがって、容器１内の液体の残量が少なくなった状態で容器１を傾けて使用しても、デ
ィップチューブ１１の先端が容器１の底部の一方の隅部（容器１を傾けた場合に液体が集
まる側の隅部）に位置することになるので、液体が完全になくなるまでディップチューブ
１１の先端を液体内に位置させることができ、最後の一滴まで確実に吸い上げて噴射する
ことができることになる。
【００３２】
また、ディップチューブ１１は、先端から全体を徐々に容器１内に挿入していけば、矯正
部１４の凸部１３によって矯正されて先端が容器１の底部の一方の隅部に強制的に導かれ
るので、容器１への挿入が簡単にできるものである。
【００３３】
図６および図７には、この発明による液体噴霧装置の第３の実施例が示されていて、この
実施例に示す液体噴霧装置は、容器１の外面側の底部に凹部１５を設けて、この凹部１５
に対応する容器１の内面側の部分に、容器１の底部の一方の隅部の方向に向かって所定の
角度で傾斜する凸部１６を形成し、この凸部１６で前記ディップチューブ１１の容器１内
への挿入角度を矯正する矯正部１７を構成したものであって、その他の構成は前記第１の
実施例に示すものと同様の構成を有しているので、前記第１の実施例に示すものと同一の
部分には同一の番号を付してその構成の詳細な説明は省略するものとする。
【００３４】
そして、この実施例に示す液体噴霧装置にあっても前記第１の実施例に示すものと同様に
、ディップチューブ１１は、矯正部１７を介して容器１内に挿入され、矯正部１７の凸部
１６によって挿入角度が矯正され、先端が容器１の底部の一方の隅部（噴霧器６のノズル
１０側の隅部）に導かれることになる。
【００３５】
したがって、容器１内の液体の残量が少なくなった状態で容器１を傾けて使用しても、デ
ィップチューブ１１の先端が容器１の底部の一方の隅部（容器１を傾けた場合に液体が集
まる側の隅部）から外れることがないので、液体が完全になくなるまでディップチューブ
１１の先端を液体内に位置させることができ、最後の一滴まで確実に吸い上げて噴射する
ことができることになる。
【００３６】
また、ディップチューブ１１は、先端から全体を徐々に容器１内に挿入していけば、矯正
部１７の凸部１６によって矯正されて先端が容器１の底部の一方の隅部に強制的に導かれ
るので、ディップチューブ１１の容器１への挿入が簡単にできることとなる。
【００３７】
図８および図９には、この発明による液体噴霧装置の第４の実施例が示されていて、この
実施例に示す液体噴霧装置は、容器１の外面側の口部２の下面側に凹部１８を設けて、こ
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の凹部１８に対応する容器１の内面側の部分に、容器１の底部の一方の隅部に向かって所
定の角度で傾斜する凸部１９を形成し、この凸部１９によって前記ディップチューブ１１
の容器１内への挿入角度を矯正する矯正部２０を構成したものであって、その他の構成は
前記第１の実施例に示すものと同様の構成を有しているので、前記第１の実施例に示すも
のと同一の部分には同一の番号を付してその構成の詳細な説明は省略するものとする。
【００３８】
そして、この実施例に示す液体噴霧装置にあっても前記第１の実施例に示すものと同様に
、ディップチューブ１１は、矯正部２０を介して容器１内に挿入され、矯正部２０の凸部
１９によって挿入角度が矯正され、先端が容器１の底部の一方の隅部（噴霧器６のノズル
１０側の隅部）に導かれることになる。
【００３９】
したがって、容器１内の液体の残量が少なくなった状態で容器１を傾けて使用しても、デ
ィップチューブ１１の先端が容器１の底部の一方の隅部（容器１を傾けた場合に液体が集
まる側の隅部）から外れることがないので、液体が完全になくなるまでディップチューブ
１１の先端を液体内に位置させることができ、最後の一滴まで確実に吸い上げて噴射する
ことができることになる。
【００４０】
また、ディップチューブ１１は、先端から全体を徐々に容器１内に挿入していけば、矯正
部２０の凸部１９によって矯正されて先端が容器１の底部の一方の隅部に強制的に導かれ
るので、容器１への挿入が簡単にできるものである。
【００４１】
図１０および図１１には、この発明による液体噴霧装置の第５の実施例が示されていて、
この実施例に示す液体噴霧装置は、容器１の外面側の中間部の側部に容器１の内方に食い
込むように凹部２１を設けて、この凹部２１に対応する容器１の内面側の部分に、容器１
の底部の一方の隅部の方向に向かって所定の角度で傾斜する凸部２２を形成し、この凸部
２２によって前記ディップチューブ１１の容器１内への挿入角度を矯正する矯正部２３を
構成したものであって、その他の構成は前記第１の実施例に示すものと同様の構成を有し
ているので、前記第１の実施例に示すものと同一の部分には同一の番号を付してその構成
の詳細な説明は省略するものとする。
【００４２】
そして、この実施例に示す液体噴霧装置にあっても前記第１の実施例に示すものと同様に
、ディップチューブ１１は、矯正部２３を介して容器１内に挿入され、矯正部２３の凸部
２２によって容器１内への挿入角度が矯正され、先端が容器１の底部の一方の隅部（噴霧
器６のノズル１０側の隅部）に導かれることになる。
【００４３】
したがって、容器１内の液体の残量が少なくなった状態で容器１を傾けて使用しても、デ
ィップチューブ１１の先端が容器１の底部の一方の隅部（容器１を傾けた場合に液体が集
まる側の隅部）から外れることがないので、液体が完全になくなるまでディップチューブ
１１の先端を液体内に位置させることができ、最後の一滴まで確実に吸い上げて噴射する
ことができることになる。
【００４４】
また、ディップチューブ１１は、先端から全体を徐々に容器１内に挿入していけば、矯正
部２３の凸部２２によって矯正されて先端が容器１の底部の一方の隅部に強制的に導かれ
るので、容器１への挿入が簡単にできるものである。
【００４５】
図１２および図１３には、この発明による液体噴霧装置の第６の実施例が示されていて、
この実施例に示す液体噴霧装置は、容器１の中間部に容器１の両側間を貫通する楕円形状
の孔２５を傾斜させた状態で設け、この孔２５に対応する容器１の内面側の部分に、容器
１の底部の一方の隅部の方向に向かって所定の角度で傾斜する環状の凸部２６を形成し、
この凸部２６によって前記ディップチューブ１１の容器１内への挿入角度を矯正する矯正
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部２４を構成したものであって、その他の構成は前記第１の実施例に示すものと同様の構
成を有しているので、前記第１の実施例に示すものと同一の部分には同一の番号を付して
その構成の詳細な説明は省略するものとする。
【００４６】
そして、この実施例に示す液体噴霧装置にあっても、前記第１の実施例に示すものと同様
に、ディップチューブ１１は、矯正部２４を介して容器１内に挿入され、矯正部２４の凸
部２６によって容器１内への挿入角度が矯正され、先端が容器１の底部の一方の隅部（噴
霧器６のノズル１０側の隅部）に導かれることになる。
【００４７】
したがって、容器１内の液体の残量が少なくなった状態で容器１を傾けて使用しても、デ
ィップチューブ１１の先端が容器１の底部の一方の隅部（容器１を傾けた場合に液体が集
まる側の隅部）から外れることがないので、液体が完全になくなるまでディップチューブ
１１の先端を液体内に位置させることができ、最後の一滴まで確実に吸い上げて噴射する
ことができることになる。
【００４８】
また、ディップチューブ１１は、先端から全体を徐々に容器１内に挿入していけば、矯正
部２４の凸部２６によって矯正されて先端が容器１の底部の一方の隅部に強制的に導かれ
るので、容器１への挿入が簡単にできるものである。
【００４９】
【発明の効果】
　この発明は前記のように構成したことにより、ディップチューブを容器の口部から真直
ぐに内部に挿入するだけで、ディップチューブの先端を容器の一方の隅部（噴霧器のノズ
ル側の隅部）に導くことができる。
　従って、容器内の液体の残量が少なくなった状態で容器を傾けて使用しても、ディップ
チューブの先端が容器の底部の一方の隅部（噴霧器のノズル側の隅部）に位置することに
なるので、液体が完全になくなるまでディップチューブの先端が液体内に位置することに
なり、最後の一滴まで確実に吸い上げて噴射することができる。
　また、ディップチューブは、容器の口部から挿入するだけで矯正部によって矯正されて
強制的に容器の底部の一方の隅部（噴霧器のノズル側の隅部）に導かれることになるので
、ディップチューブの容器内への挿入が簡単となる。
　さらに、容器に凸部、凹部等を設けることによってディップチューブの挿入角度を矯正
する矯正部を ので、部品の点数を増やすことなく容器に矯正部を
設けることができ、全体のコストを大幅に低減させることもできることになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明による液体噴霧装置の第１の実施例を示した一部断面図である。
【図２】図１に示すものの右側面図である。
【図３】図２に示すもののＡ－Ａ線断面図である。
【図４】この発明による液体噴霧装置の第２の実施例を示した一部断面図である。
【図５】図４に示すものの右側面図である。
【図６】この発明による液体噴霧装置の第３の実施例を示した一部断面図である。
【図７】図６に示すものの右側面図である。
【図８】この発明による液体噴霧装置の第４の実施例を示した一部断面図である。
【図９】図８に示すものの右側面図である。
【図１０】この発明による液体噴霧装置の第５の実施例を示した一部断面図である。
【図１１】図１０に示すものの右側面図である。
【図１２】この発明による液体噴霧装置の第６の実施例を示した一部断面図である。
【図１３】図１２に示すものの容器の斜視図である。
【符号の説明】
１……容器
２……口部
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３、１２、１５、１８、２１……凹部
４、１３、１６、１９、２２、２６……凸部
５、１４、１７、２０、２３、２４……矯正部
６……噴霧器
７……キャップ
８……ポンプ部
９……レバー
１０……ノズル
１１……ディップチューブ
２５……孔 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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