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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家具本体と２組のサイドブラケットとを備え、前記家具本体は、座板及び背板を含み、
前記座板と背板とがヒンジ連結され、２組のサイドブラケットがそれぞれ家具本体の両側
にあり、１組毎のサイドブラケットは、フロントブラケット、リアブラケット、及びフロ
ントブラケットの外に摺動可能に外挿し、リアブラケットにヒンジ連結される収納スリー
ブをそれぞれ１つ有し、前記フロントブラケットの先端部が背板にヒンジ連結され、前記
リアブラケットの先端部が座板にヒンジ連結され、前記フロントブラケットとリアブラケ
ットとの間にブラケット連結片が設けられ、前記ブラケット連結片の両端の内側又は外側
はそれぞれフロントブラケット及びリアブラケットにヒンジ連結されており、
　前記ブラケット連結片は、一端の外側が前記フロントブラケットにヒンジ連結され、他
端の内側が前記リアブラケットにヒンジ連結されている、ことを特徴とする多用途の折り
畳み式家具。
【請求項２】
　前記収納スリーブには第１のバックルが設けられていることを特徴とする請求項１に記
載の多用途の折り畳み式家具。
【請求項３】
　前記ブラケット連結片は、剛性材料製のブラケット連結片又は可撓性材料製のブラケッ
ト連結片である、ことを特徴とする請求項２に記載の多用途の折り畳み式家具。
【請求項４】
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　前記座板は、背板の中下部にヒンジ連結されている、ことを特徴とする請求項１に記載
の多用途の折り畳み式家具。
【請求項５】
　ローラ連結体をさらに備え、それぞれのフロントブラケット及びリアブラケットの底部
に１つのローラ連結体が取り付けられている、ことを特徴とする請求項１に記載の多用途
の折り畳み式家具。
【請求項６】
　各ローラ連結体は、ローラ及び固定スリーブを有し、前記ローラは、固定スリーブを介
してフロントブラケット又はリアブラケットの底部に取り外し可能に取り付けられ、前記
固定スリーブには第２のバックルが設けられている、ことを特徴とする請求項５に記載の
多用途の折り畳み式家具。
【請求項７】
　背板の先端部に取り付けられている押しハンドルをさらに備える、ことを特徴とする請
求項１または５に記載の多用途の折り畳み式家具。
【請求項８】
　座板クッションと背板クッションとをさらに備え、前記座板クッションは座板の正面に
設けられ、前記背板クッションは背板の正面に設けられている、ことを特徴とする請求項
１に記載の多用途の折り畳み式家具。
【請求項９】
　両本のフロントブラケット同士はフロントクロスバーを介して連結され、両本のリアブ
ラケット同士はリアクロスバーを介して連結されている、ことを特徴とする請求項１に記
載の多用途の折り畳み式家具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、家具分野に関し、特に、多用途の折り畳み式家具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　折り畳み式家具は、近代的な家具の重要なカテゴリであり、その形状がシンプルであり
、多用途で使いやすく、家庭用及び旅行用が可能であり、取り外したり折り畳んだりしや
すく、占用スペースが小さい等によって、人々に愛されている。従来の折り畳み式家具は
、ほとんど単一用途の家具であり、例えば、折り畳み可能な椅子等である。リソースをよ
りよく利用するために、多用途の折り畳み式家具、例えば、椅子及びテーブルに折り畳ま
れることができる家具の開発が始まっている。例えば、公開番号がＣＮ２００９４７９３
５Ｙである中国実用新案特許には、リアバックフレームの両側にそれぞれ１つの手すりフ
レームがヒンジ連結され、リアバックフレーム及び手すりフレームの中部にそれぞれ横ス
テーが固接され、リアバックフレームのトップビームとステーとの間に背板が設けられ、
ステーの下方に座板が設けられ、背板と座板とリアバックフレームとが運動可能に連結さ
れている多用途家具が開示されている。この多用途家具は、座り椅子又はテーブルを容易
に構成することができ、非使用時に平板状に折り畳まれることができ、積み重ねや運搬を
まとめて行うことが容易である。
【０００３】
　しかし、従来の多用途の折り畳み式家具は、依然として、折り畳みが不便であり、折り
畳んだ体積が大きく、様々な使用状態間での変換を柔軟に行うことができない等の問題が
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】中国実用新案特許ＣＮ２００９４７９３５Ｙ
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これに鑑みて、上記問題に対して、多用途の折り畳み式家具を提案する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、以下の構成となる。
【０００７】
　多用途の折り畳み式家具であって、家具本体と２組のサイドブラケットとを備え、前記
家具本体は、座板と背板とを含み、前記座板と背板とがヒンジ連結され、２組のサイドブ
ラケットがそれぞれ家具本体の両側にあり、１組毎のサイドブラケットは、フロントブラ
ケット、リアブラケット、及びフロントブラケットの外に摺動可能に外挿し、リアブラケ
ットにヒンジ連結される収納スリーブをそれぞれ１つ有し、前記フロントブラケットの先
端部が背板にヒンジ連結され、前記リアブラケットの先端部が座板にヒンジ連結され、前
記フロントブラケットとリアブラケットとの間にブラケット連結片が設けられ、前記ブラ
ケット連結片の両端の内側又は外側がそれぞれフロントブラケット及びリアブラケットに
ヒンジ連結されている。
【０００８】
　さらに好ましくは、前記収納スリーブには、収納スリーブの摺動を制限するための第１
のバックルが設けられている。
【０００９】
　好ましくは、ブラケット連結片は、一端の外側がフロントブラケットにヒンジ連結され
、他端の内側がリアブラケットにヒンジ連結されている。前記ブラケット連結片は、フロ
ントブラケットとリアブラケットとが展開状態にある際の最大角度を規定し、フロントブ
ラケットとリアブラケットの位置を相対固定する。
【００１０】
　さらに好ましくは、前記ブラケット連結片は、剛性材料製のブラケット連結片又は可撓
性材料製のブラケット連結片である。例えば、ストラップ等、柔らかいものの弾性のない
材料で本発明のブラケット連結片を製作してもよいし、金属材料で本発明のブラケット連
結片を製作してもよい。
【００１１】
　好ましくは、前記座板は、背板の中下部にヒンジ連結されている。
【００１２】
　好ましくは、前記多用途の折り畳み式家具は、ローラ連結体をさらに備え、それぞれの
フロントブラケット及びリアブラケットの底部に１つのローラ連結体が取り外し可能に取
り付けられている。
【００１３】
　好ましくは、各ローラ連結体は、ローラ及び固定スリーブを有し、前記ローラは、固定
スリーブを介してフロントブラケット又はリアブラケットの底部に取り付けられ、前記固
定スリーブには、ローラ連結体をフロントブラケット又はリアブラケットの底部に取り外
し可能に取り付けるための第２のバックルが設けられている。
【００１４】
　好ましくは、前記多用途の折り畳み式家具は、背板の先端部に取り付けられている押し
ハンドルをさらに備える。
【００１５】
　さらに好ましくは、前記押しハンドルは、背板の先端部に取り外し可能に取り付けられ
ている。
【００１６】
　好ましくは、前記多用途の折り畳み式家具は、座板の正面に取り付けられている座板ク
ッションをさらに備える。
【００１７】



(4) JP 6710407 B2 2020.6.17

10

20

30

40

50

　好ましくは、前記多用途の折り畳み式家具は、前記背板クッション背板の正面に取り付
けられている背板クッションをさらに備える。
【００１８】
　好ましくは、両本のフロントブラケット件同士はフロントクロスバーを介して連結され
、両本のリアブラケット同士はリアクロスバーを介して連結されている。
【発明の効果】
【００１９】
　従来技術に比べ、本発明は、以下の有益な効果を有する。
【００２０】
　本発明の多用途の折り畳み式家具は、椅子、テーブル又は手押し車という３種類の家具
を構成することができ、多用途で使用されることができ、リソースを節約し、浪費を低減
する。本発明の多用途の折り畳み式家具は、いずれかの状態でも直接折り畳まれるか、或
いは展開されることができ、各状態間での変換が容易であり、その使用が簡便かつ柔軟で
あり、折り畳んだ占用スペースが小さく、持ちやすい。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施例１における多用途の折り畳み式家具の椅子状態の模式図である。
【図３】本発明の実施例１における多用途の折り畳み式家具のテーブル状態の模式図であ
る。
【図３】本発明の実施例２における多用途の折り畳み式家具の椅子状態の模式図である。
【図４】本発明の実施例２における多用途の折り畳み式家具の手押し車状態の模式図であ
る。
【図５】本発明の多用途の折り畳み式家具の複数の状態間での変換の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明をよりよく説明するために、以下、図面及び具体的な実施形態を結合してさらに
説明する。
【実施例１】
【００２３】
　図１及び図２に示すように、多用途の折り畳み式家具は、家具本体１と２組のサイドブ
ラケット２とを備え、前記家具本体１は、座板１１及び背板１２を含み、前記座板１１は
、ピンを介して背板１２の中下部にヒンジ連結され、２組のサイドブラケット２は、それ
ぞれ家具本体１の両側にある。１組毎のサイドブラケット２は、フロントブラケット２１
、リアブラケット２２、及び収納スリーブ２３をそれぞれ１つ有し、前記フロントブラケ
ット２１の先端部が背板１２の上部にヒンジ連結され、背板１２は、フロントブラケット
２１とのヒンジ連結箇所回りに１８０°回転することができ、前記リアブラケット２２の
先端部と座板１１の前部とがヒンジ連結されている。前記フロントブラケット２１の長さ
はリアブラケット２２の長さよりも大きく、前記フロントブラケット２１はリアブラケッ
ト２２の外側にある。
【００２４】
　好ましくは、前記フロントブラケット２１とリアブラケット２２とが収納スリーブ２３
を介してヒンジ連結され、前記収納スリーブ２３がフロントブラケット２１の外に摺動可
能に外挿し、前記収納スリーブ２３とリアブラケット２２とがヒンジ連結され、リアブラ
ケット２２は収納スリーブ２３によってフロントブラケット２１に沿って摺動可能であり
、これにより、様々な折り畳みまたは展開状態間での変換が便利になる。
【００２５】
　好ましくは、前記フロントブラケット２１とリアブラケット２２との間にブラケット連
結片２４が設けられ、前記ブラケット連結片２４の両端がそれぞれフロントブラケット２
１及びリアブラケット２２にヒンジ連結され、フロントブラケット２１はブラケット連結
片２４の外側にあり、リアブラケット２２はブラケット連結片２４の内側にある。前記ブ
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ラケット連結片は、フロントブラケットとリアブラケットとが展開状態にある際の最大角
度を規定し、フロントブラケットとリアブラケットの位置を相対固定し、フロントブラケ
ット２１における収納スリーブ２３の摺動範囲を規制する。本実施例において、ブラケッ
ト連結片は、剛性材料製のブラケット連結片であり、例えば、金属材料製のブラケット連
結片である。
【００２６】
　さらに好ましくは、前記収納スリーブ２３には第１のバックル４１が設けられ、前記第
１のバックル４１は、収納スリーブ２３の摺動を規制する。バックルの具体的な構造は、
当業者がよく知っており、ここではその詳細を省略する。第１のバックル４１が係合状態
にある場合、収納スリーブ２３がフロントブラケット２１における位置決め孔内に係合さ
れ、これにより、収納スリーブ２３がフロントブラケット２１に固定され、フロントブラ
ケット２１に沿って自由に摺動することができなくなる。第１のバックル４１が展開状態
にある場合、収納スリーブ２３がフロントブラケット２１における位置決め孔から脱出し
、収納スリーブ２３はフロントブラケット２１に沿って自由に摺動することができる。
【００２７】
　好ましくは、両本のフロントブラケット２１同士は、フロントクロスバー２５を介して
連結され、両本のリアブラケット２２同士は、リアクロスバー２６を介して連結されてい
る。クロスバーを用いてサイドブラケット２を連結することで、サイドブラケット２をよ
り安定化することができるだけでなく、両本のフロントブラケット２１、両本のリアブラ
ケット２２を同期運動させることもでき、折り畳みやすい。
【００２８】
　好ましくは、前記多用途の折り畳み式家具は、座板クッション１３と背板クッション１
４とをさらに備え、前記座板クッション１３が座板１１の正面に嵌め込まれ、前記背板ク
ッション１４が背板１２の正面に嵌め込まれる。本発明に使用される座板クッション１３
及び背板クッション１４は、人間工学に適する材質及び形状を有し、座ったり凭れたりす
る時はとても快適である。本発明の多用途の折り畳み式家具がテーブル状態である場合、
座板クッション１３及び背板クッション１４が下方に隠れており、汚れて破損しにくい。
【００２９】
　本発明の多用途の折り畳み式家具は、テーブル及び椅子に変換されることができる。以
下、図５を結合して椅子状態、テーブル状態及び２つの状態間での変換を具体的に説明す
る。
【００３０】
　椅子状態：前記座板１１は、ピンによって背板１２の中下部にヒンジ連結され、座板１
１の正面が上向きにされ、背板１２の正面が前向きにされ、座板１１の正面に座板クッシ
ョン１３が取り付けられ、背板１２に背板クッション１４が取り付けられ、２組のサイド
ブラケット２はそれぞれ家具本体１の両側にある。１組毎のサイドブラケット２は、フロ
ントブラケット２１及びリアブラケット２２をそれぞれ１つ有し、前記フロントブラケッ
ト２１の先端部が背板１２の上部にヒンジ連結され、前記リアブラケット２２の先端部と
座板１１とがヒンジ連結されている。前記フロントブラケット２１とリアブラケット２２
とが収納スリーブ２３を介してヒンジ連結され、収納スリーブ２３はフロントブラケット
２１の外に摺動可能に外挿する。前記フロントブラケットとリアブラケットとの間にブラ
ケット連結片が設けられ、前記ブラケット連結片の両端がそれぞれフロントブラケット及
びリアブラケットにヒンジ連結され、フロントブラケット２１が前方にあり、リアブラケ
ット２２が後方にあるように展開状態にある。
【００３１】
　椅子状態からテーブル状態への変換方法：椅子状態（図５Ａ）から座板１１の前部を上
向きに持ち上げ、収納スリーブ２３はフロントブラケット２１に沿って上向きに摺動し、
座板１１は背板１２と重なるまで回転され、リアブラケット２２はフロントブラケット２
１と重なるまで前向きに回転される（図５Ｃ）。そして、背板１２の下部を上向きに持ち
上げ、背板１２の裏面を下向きにさせ、リアブラケット２２はフロントブラケット２１の
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前方にあるまで前向きに回転され続ける。リアブラケット２２の回転によって、座板１１
の前部が後下方に向かって運動するように動かし、フロントブラケット２１とリアブラケ
ット２２とが展開状態にある場合、座板１１は背板１２を支持し、背板１２の裏面が水平
上向きとなり、テーブル状態に変換される（図５Ｇ）。上述と逆なステップに従って、テ
ーブル状態から椅子状態へ変換させることができる。
【００３２】
　テーブル状態：背板１２の裏面が上向きにされ、座板１１の一端が背板１２の正面にヒ
ンジ連結され、座板１１が背板１２よりも下にあり、座板１１の他端がリアブラケット２
２の先端部にヒンジ連結され、背板１２の一端がフロントブラケット２１の先端部にヒン
ジ連結され、フロントブラケット２１とリアブラケット２２とは収納スリーブ２３を介し
てヒンジ連結され、収納スリーブ２３がフロントブラケット２１の外に摺動可能に外挿し
、収納スリーブ２３とリアブラケット２２とがヒンジ連結されている。
【実施例２】
【００３３】
　図３及び図４に示すように、本実施例において、多用途の折り畳み式家具は、実施例１
に記載の構造以外に、ローラ連結体３と押しハンドル５とをさらに備えている。それぞれ
のフロントブラケット２１及びリアブラケット２２の底部に１つのローラ連結体３が取り
外し可能に取り付けられ、前記押しハンドル５は背板１２の先端部に取り外し可能に取り
付けられている。本実施例におけるローラ連結体３および押しハンドル５は、取り外し可
能に取り付けられ、交換及び保守が容易である。
【００３４】
　本実施例において、多用途の折り畳み式家具は、ブラケット連結片２４をさらに備え、
前記ブラケット連結片２４は、フロントブラケット２１とリアブラケット２２との間に位
置し、前記ブラケット連結片２４の両端の内外両側は、それぞれフロントブラケット２１
およびリアブラケット２２にヒンジ連結され、フロントブラケット２１はブラケット連結
片２４の外側にあり、リアブラケット２２はブラケット連結片２４の内側にある。前記ブ
ラケット連結片は、フロントブラケットとリアブラケットとが展開状態にある際の最大角
度を規定し、フロントブラケットとリアブラケットの位置を相対固定し、フロントブラケ
ット２１における収納スリーブ２３の摺動範囲を規制する。本実施例において、ブラケッ
ト連結片は、可撓性材料製のブラケット連結片であり、例えば、ロープをブラケット連結
片とする。
【００３５】
　好ましくは、前記ローラ連結体３は、ローラ３１及び固定スリーブ３２を有し、前記ロ
ーラは、固定スリーブ３２を介してフロントブラケット２１及びリアブラケット２２の底
部に取り付けられ、前記固定スリーブ３２には第２のバックル４２が設けられている。前
記第２のバックル４２がフロントブラケット２１及びリアブラケット２２の留め孔に係合
される場合、ローラ３１及び固定スリーブ３２は、フロントブラケット２１及びリアブラ
ケット２２に固定されるようになり、第２のバックル４２がフロントブラケット及びリア
ブラケットの留め孔から脱出する場合、ローラ３１及び固定スリーブ３２をフロントブラ
ケット２１及びリアブラケット２２から取り外すことができる。
【００３６】
　本実施例における多用途の折り畳み式家具は、同様に、テーブル又は椅子状態に折り畳
まれることができる。椅子状態に折り畳まれた場合、押しハンドル５は、背板１２の先端
部にあり、頭部の凭れ掛かり構造とされることができる。テーブル状態に折り畳まれた場
合、押しハンドル５がテーブルの一端にあり、テーブルの使用には影響しない。ローラを
有するため、椅子又はテーブルの移動が非常に便利であり、手間を省く。
【００３７】
　本実施例における多用途の折り畳み式家具は、さらに、手押し車として使用されてもよ
い。手押し車の折り畳み状態は、本実施例におけるテーブルの折り畳み状態と同様であり
、背板１２は、荷重受け部分として、運搬する必要のある物品が載せられ、押しハンドル
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５は、付勢部分として押しハンドル５を押し動かすことにより、本発明の多用途の折り畳
み式家具を手押し車として使用することができる。
【００３８】
　以上に述べた実施例は、本発明のいくつかの実施形態のみについて説明し、その説明は
具体的で詳しくされているが、本発明の特許範囲を制限するものと理解されてはならない
。当業者にとって、本発明の主旨から逸脱しない前提において若干の変形や手直しが可能
であり、これらも本発明の保護範囲にあることは、指摘されるべきである。それゆえ、添
付した請求項に基づいて本発明特許の保護範囲が定められるべきである。
【符号の説明】
【００３９】
　１　家具本体
　２　サイドブラケット
　３　ローラ連結体
　１１　座板
　１２　背板
　１３　座板クッション
　１４　背板クッション
　２１　フロントブラケット
　２２　リアブラケット
　２３　収納スリーブ
　２４　ブラケット連結片
　２５　フロントクロスバー
　２６　リアクロスバー
　３１　ローラ
　３２　固定スリーブ
　４１　第１のバックル
　４２　第２のバックル
　５　押しハンドル
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