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(57)【要約】
【課題】集塵装置を掃除機本体へ容易に装着させること
ができ、使い勝手のよい電気掃除機の提供。
【解決手段】吸引風を発生させる電動送風機を内蔵する
掃除機本体と、掃除機本体に着脱自在に取り付けられる
集塵装置と、集塵装置の上部に回動自在に軸支されたハ
ンドルと、を備え、ハンドルの端部には、係合部が設け
られており、集塵装置本体の上部には、ハンドルが倒立
状態のときに係合部と係合し、ハンドルを倒立状態で保
持させる第１の被係合部が設けられており、掃除機本体
には、集塵装置が掃除機本体に取り付けられたときに係
合部と係合する第２の被係合部が設けられており、ハン
ドルが倒立状態で集塵装置が掃除機本体に取り付けられ
た場合、係合部と第１の被係合部との係合が解除され、
ハンドルが収納状態へと回動し、係合部と第２の被係合
部とが係合する電気掃除機。
【選択図】図２



(2) JP 2012-55500 A 2012.3.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸引風を発生させる電動送風機を内蔵する掃除機本体と、
　前記掃除機本体に着脱自在に取り付けられる集塵装置と、
　前記集塵装置の上部に回動自在に軸支されたハンドルと、
を備え、
　前記ハンドルの端部には、係合部が設けられており、
　前記集塵装置の上部には、前記ハンドルが倒立状態のときに前記係合部と係合し、前記
ハンドルを倒立状態で保持させる第１の被係合部が設けられており、
　前記掃除機本体には、前記集塵装置が前記掃除機本体に取り付けられたときに前記係合
部と係合する第２の被係合部が設けられており、
　前記ハンドルが倒立状態で前記集塵装置が前記掃除機本体に取り付けられた場合、前記
係合部と前記第１の被係合部との係合が解除され、前記ハンドルが収納状態へと回動し、
前記係合部と前記第２の被係合部とが係合する電気掃除機。
【請求項２】
　前記掃除機本体の前記集塵装置の底面に対向する位置には、位置決め用の嵌合凸部が設
けられており、前記集塵装置の底面には、前記嵌合凸部と嵌合する嵌合凹部が設けられて
いる請求項１に記載の電気掃除機。
【請求項３】
　前記集塵装置は、下面に開口部を有する集塵装置本体と、前記集塵装置本体の上面を覆
う上蓋体と、前記集塵装置本体に回動自在に軸支されており、前記開口部を開閉する下蓋
体と、前記上蓋体の後方の上部に設けられており、前記下蓋体を開動作させる操作部と、
から構成されており、前記ハンドルは、前記上蓋体に回動自在に軸支されており、前記ハ
ンドルは、前記上蓋体の上面に対して９０度以上倒立した状態で保持固定される請求項１
または２に記載の電気掃除機。
【請求項４】
　前記集塵装置は、略４５度傾いた状態で前記掃除機本体に取り付けられる請求項１～３
のうちの何れか１項に記載の電気掃除機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、サイクロン式の電気掃除機においては、端部に固定爪が設けられたハンドルが上
部に軸支された集塵装置を有し、使用者が集塵装置を掃除機本体に装着する場合には、集
塵装置を垂直に立てた状態で掃除機本体へ装着させた後、使用者が集塵装置のハンドルの
固定爪と掃除機本体の係合部との位置を合わせ、ハンドルの固定爪と掃除機本体の係合部
とを嵌合させながら、ハンドルを倒立状態から収納状態へと回動させることにより、集塵
装置を掃除機本体に保持固定させる構成が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２３６９５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の電気掃除機においては、電気掃除機の使い勝手を向上させる
という観点からは未だ改善の余地があった。
【０００５】
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　すなわち、上記従来の電気掃除機においては、ハンドルを倒立させた状態では集塵装置
を掃除機本体に装着することができないため、集塵装置を掃除機本体に装着する場合には
、使用者が集塵装置のハンドルの固定爪と掃除機本体の係合部との位置を合わせながら、
ハンドルを倒立状態から収納状態へと回動させる必要があるため、集塵装置を掃除機本体
に装着するのに非常に手間がかかり、使い勝手が悪い場合があった。
【０００６】
　本発明は、上記従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、集塵装置を掃除機
本体へ容易に装着させることができ、使い勝手のよい電気掃除機を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記従来技術の有する課題を解決するために、本発明は、吸引風を発生させる電動送風
機を内蔵する掃除機本体と、掃除機本体に着脱自在に取り付けられる集塵装置と、集塵装
置の上部に回動自在に軸支されたハンドルと、を備え、ハンドルの端部には、係合部が設
けられており、集塵装置の上部には、ハンドルが倒立状態のときに係合部と係合し、ハン
ドルを倒立状態で保持させる第１の被係合部が設けられており、掃除機本体には、集塵装
置が掃除機本体に取り付けられたときに係合部と係合する第２の被係合部が設けられてお
り、ハンドルが倒立状態で集塵装置が掃除機本体に取り付けられた場合、係合部と第１の
被係合部との係合が解除され、ハンドルが収納状態へと回動し、係合部と第２の被係合部
とが係合する電気掃除機を提供する。
【０００８】
　これにより、集塵装置を掃除機本体に装着する際に、ハンドルを倒立させた状態で集塵
装置を掃除機本体に装着することができるとともに、使用者がハンドルの係合部と掃除機
本体の第１の被係合部とを位置合わせしながら、ハンドルを倒立状態から収納状態へと回
動させる必要がないため、集塵装置を掃除機本体へ容易に装着させることができ、電気掃
除機の使い勝手を向上させることができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の電気掃除機によれば、集塵装置を掃除機本体へ容易に装着させることができ、
使い勝手のよい電気掃除機を提供することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の電気掃除機の実施の形態１を示す全体斜視図
【図２】本発明の電気掃除機の実施の形態１における掃除機本体を示す全体断面図
【図３】本発明の電気掃除機の実施の形態１における集塵装置を示す全体断面図
【図４】本発明の電気掃除機の実施の形態１における集塵装置を示す全体斜視図
【図５】（ａ）本発明の電気掃除機の実施の形態１における集塵装置が装着される様子を
示す掃除機本体の側面図、（ｂ）本発明の電気掃除機の実施の形態１における集塵装置が
装着された状態を示す掃除機本体の側面図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　第１の発明は、吸引風を発生させる電動送風機を内蔵する掃除機本体と、掃除機本体に
着脱自在に取り付けられる集塵装置と、集塵装置の上部に回動自在に軸支されたハンドル
と、を備え、ハンドルの端部には、係合部が設けられており、集塵装置の上部には、ハン
ドルが倒立状態のときに係合部と係合し、ハンドルを倒立状態で保持させる第１の被係合
部が設けられており、掃除機本体には、集塵装置が掃除機本体に取り付けられたときに係
合部と係合する第２の被係合部が設けられており、ハンドルが倒立状態で集塵装置が掃除
機本体に取り付けられた場合、係合部と第１の被係合部との係合が解除され、ハンドルが
収納状態へと回動し、係合部と第２の被係合部とが係合する電気掃除機としたものである
。
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【００１２】
　これにより、集塵装置を掃除機本体に装着する際に、ハンドルを倒立させた状態で集塵
装置を掃除機本体に装着することができるとともに、使用者がハンドルの係合部と掃除機
本体の第１の被係合部とを位置合わせしながら、ハンドルを倒立状態から収納状態へと回
動させる必要がないため、集塵装置を掃除機本体へ容易に装着させることができ、電気掃
除機の使い勝手を向上させることができる。
【００１３】
　第２の発明は、特に第１の発明において、掃除機本体の集塵装置の底面に対向する位置
には、位置決め用の嵌合凸部が設けられており、集塵装置の底面には、嵌合凸部と嵌合す
る嵌合凹部が設けられている構成としたものである。
【００１４】
　これにより、掃除機本体に設けられた嵌合凸部と集塵装置に設けられた嵌合凹部とを嵌
合させるだけで、集塵装置を掃除機本体に簡単に位置決めすることができ、集塵装置を掃
除機本体へさらに容易に装着させることができ、電気掃除機の使い勝手をさらに向上させ
ることができる。
【００１５】
　第３の発明は、特に第１及び第２の発明において、集塵装置は、下面に開口部を有する
集塵装置本体と、集塵装置本体の上面を覆う上蓋体と、集塵装置本体に回動自在に軸支さ
れており、開口部を開閉する下蓋体と、上蓋体の後方の上部に設けられており、下蓋体を
開動作させる操作部と、から構成されており、ハンドルは、上蓋体に回動自在に軸支され
ており、ハンドルは、上蓋体の上面に対して９０度以上倒立した状態で保持固定される構
成としたものである。
【００１６】
　これにより、使用者が下蓋体を開動作させる操作部を片手で操作でき、容易に塵埃を排
出させることができるため、電気掃除機の使い勝手をさらに向上させることができる。
【００１７】
　第４の発明は、特に第１～第３の発明において、集塵装置は、略４５度傾いた状態で掃
除機本体に取り付けられる構成としたものである。
【００１８】
　これにより、掃除機本体を小型化することできるとともに、集塵装置を掃除機本体へ容
易に装着させることができ、電気掃除機の使い勝手をさらに向上させることができる。
【００１９】
　以下、図面を参照しながら本発明の電気掃除機の好適な実施形態について詳細に説明す
る。なお、以下の説明では、同一または相当部分には同一符号付し、重複する説明は省略
する。
【００２０】
　（実施の形態１）
　本発明の電気掃除機の実施の形態１について、図１～図４を用いて説明する。
【００２１】
　図１は、本発明の電気掃除機の実施の形態１を示す全体斜視図である。また、図２は、
本発明の電気掃除機の実施の形態１における掃除機本体を示す全体断面図である。さらに
、図３は、本発明の電気掃除機の実施の形態１における集塵装置を示す全体断面図である
。また、図４は、本発明の電気掃除機の実施の形態１における集塵装置を示す全体斜視図
である。
【００２２】
　図１に示すように、電気掃除機１００は、吸引風を発生させる電動送風機９を内蔵する
掃除機本体１と、掃除機本体１に着脱自在に取り付けられる集塵装置２と、被清掃面の塵
埃を捕集する吸込具３と、一端が吸込具３に着脱自在に接続される伸縮自在或いは継ぎ自
在の延長管４と、一端が延長管４の他端に着脱自在に接続され、他端が掃除機本体１に設
けられた吸気口１ａに着脱自在に接続されるホース５と、から構成されている。
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【００２３】
　吸込具３には、被清掃面の塵埃を掻きあげる回転ブラシ（図示せず）と、回転ブラシ（
図示せず）を回転駆動する電動機（図示せず）と、が内蔵されている。また、ホース５の
延長管４側の端部には、掃除の際に使用者が保持する把手部６を備えた先端パイプ７が設
けられており、この先端パイプ７を介して延長管４とホース５とが着脱自在に接続されて
いる。さらに、ホース５の掃除機本体１側の端部には、接続パイプ８が設けられており、
この接続パイプ８を介して掃除機本体１の吸気口１ａとホース５とが着脱自在に接続され
ている。
【００２４】
　図２に示すように、掃除機本体１の後部には、吸引風を発生させる電動送風機９を内蔵
する電動送風機室１０と、電源コード巻き取り装置（図示せず）とが配置されている。ま
た、掃除機本体１の前部には、塵埃を分離捕集する集塵装置２が着脱自在に取り付けられ
る集塵装置収納部１１が配置されている。また、この集塵装置収納部１１には、集塵装置
２を掃除機本体１に装着する際に、後述する集塵装置２の下蓋体１７に設けられた嵌合凹
部１７ａと嵌合することで、集塵装置２を掃除機本体１に位置決めする位置決め用の嵌合
凸部１１ａが設けられている。さらに、掃除機本体１の後方の下部の両側には、１対の走
行用の車輪１２が回動自在に配置されている。また、掃除機本体１の底面の前方には、同
じく走行用のキャスター１３が回動自在に配置されている。
【００２５】
　また、掃除機本体１の上部には、使用者が掃除機本体１を持ち運ぶ際に保持する本体ハ
ンドル１４が設けられている。この本体ハンドル１４は、掃除機本体１に集塵装置２が取
り付けられた状態で、集塵装置２の上方に位置するように設けられている。また、本体ハ
ンドル１４の掃除機本体１側の両端部には、集塵装置２が掃除機本体１に取り付けられた
際に、後述する集塵装置２に設けられた係合部である第１の爪部２６と係合する第２の被
係合部である第２の凹部１４ａが設けられている。
【００２６】
　図２～図４に示すように、集塵装置２は、構成部品を大きく分けると、外郭は、下面に
開口部１５ａを有する略円筒状の集塵装置本体１５と、集塵装置本体１５の上面を覆う上
蓋体１６と、集塵装置本体１５に回動自在に軸支されており、開口部１５ａを開閉する下
蓋体１７と、上蓋体１６に回動自在に軸支されたハンドル１８と、から構成されている。
【００２７】
　集塵装置本体１５の後部には、集塵装置２を掃除機本体１に装着したときに、吸気口１
ａと連通する吸入口１５ｂが設けられている。また、集塵装置本体１５の内部には、その
略同心状に一次フィルター１９を有する一次フィルター取り付け枠２０が設けられている
。さらに、一次フィルター１９の下方に、傘状の延出部２１を有する内筒部２２が爪（図
示せず）による嵌合、または溶着などの手段により、一次フィルター取り付け枠２０に取
り付けられている。また、一次フィルター１９の上方には、プリーツ状に形成された二次
フィルター２３が設けられ、更にその上方には、二次フィルター２３に蓄積した塵埃を振
動などの手段により落とすための除塵部２４や、除塵部２４に振動を与える手段となるモ
ータ部２５を備えている。
【００２８】
　一次フィルター１９は、金属材料で構成されており、金属表面部分には樹脂などによる
凹凸形状を設けない構成とすることで、旋回流が滑らかに流れることになり、分離効率を
高めるとともに、塵埃などの巻きつきを軽減する効果を発揮する。なお、一次フィルター
１９の表面に研磨処理を施すことによって、その効果を高めることができ、また抗菌処理
を施すことによって、一次フィルター１９を清潔に保つことができる。
【００２９】
　上蓋体１６は、除塵部２４及びモータ部２５を内包するとともに、集塵装置本体１５の
上面を覆うように、集塵装置本体１５の上部に設けられている。また、上蓋体１６には、
ハンドル１８が回動自在に軸支されており、このハンドル１８の端部には係合部である第
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１の爪部２６が設けられている。また、上蓋体１６の上面には、ハンドル１８が上蓋体１
６の上面に対して９０度以上倒立した状態のときに第１の爪部２６と係合し、ハンドル１
８を倒立状態で保持させる第１の被係合部である第１の凹部２７が設けられている。さら
に、上蓋体１６の前部には、ハンドル１８に設けられた第３の凹部２８と嵌合することで
ハンドル１８を収納状態で保持固定させる第２の爪部２９が設けられている。また、上蓋
体１６の後方の上部には、後述する下蓋体１７を開動作させる操作部３０が設けられてい
る。さらに、上蓋体１６の後部には、集塵装置２を掃除機本体１に装着した際に電動送風
機９と連通するとともに、集塵装置２の内部で塵埃が分離された後の空気を集塵装置２の
外部へと排出させる排出口１６ａが設けられている。
【００３０】
　下蓋体１７は、集塵装置本体１５に設けたヒンジ部３１によって集塵装置本体１５に回
動自在に取り付けられるとともに、集塵装置本体１５に設けた尾錠部３２によって開口部
１５ａを閉塞した状態で集塵装置本体１５に保持される。また、下蓋体１７の集塵装置本
体１５に対向する位置にはパッキン３３が配置されており、このパッキン３３によって、
集塵装置本体１５と下蓋体１７とはエアータイト（気密性保持）されている。さらに、下
蓋体１７は、使用者が操作部３０を操作することで、集塵装置本体１５の後部に設けられ
たスライダー３４が下方に押し下げられ、このスライダー３４によって尾錠部３２が回動
されることで、下蓋体１７と尾錠部３２との係合が解除され、開口部１５ａを開放するよ
うに構成されている。また、下蓋体１７の略中央部には、集塵装置収納部１１に設けられ
た嵌合凸部１１ａと嵌合する嵌合凹部１７ａが設けられている。
【００３１】
　以上のように構成された電気掃除機１００について、以下、その動作、作用を説明する
。
【００３２】
　使用者が把手部６を保持し、電気掃除機１００の運転を開始すると、電動送風機９で吸
引風が発生し吸引力が発生する。この状態で、使用者が被清掃面上で吸込具３を動かすと
、吸込具３から被清掃面上の塵埃が空気とともに吸引される。吸込具３から吸引された塵
埃を含む空気は、延長管４及びホース５を介して吸気口１ａから掃除機本体１内へと流入
する。掃除機本体１内へと流入した塵埃を含む空気は、吸入口１５ｂから集塵装置２の内
部へと流入する。
【００３３】
　集塵装置２の内部に流入した塵埃を含む空気は、一次フィルター１９の外周と集塵装置
本体１５とで形成されるサイクロン空間部３５に流入し、サイクロン空間部３５で発生す
る旋回流により綿ごみを主とした粗塵と細塵を含んだ空気とに遠心分離される。綿ごみを
主とした粗塵は、延出部２１と集塵装置本体１５との間に形成される集塵通路３６を通り
塵埃蓄積空間部３７へと蓄積される。
【００３４】
　サイクロン空間部３５で粗塵が遠心分離され、細塵のみを含んだ空気は、一次フィルタ
ー１９を通過し、その後、二次フィルター２３によって細塵が濾過される。そして、細塵
を含まない空気のみが二次フィルター２３を通過し、排出口１６ａから集塵装置２の外部
へと排出される。集塵装置２から排出された空気は、電動送風機９に吸引され、掃除機本
体１に設けられた排気口（図示せず）から掃除機本体１の外部へと排出される。
【００３５】
　二次フィルター２３に堆積した細塵は、電動送風機９の運転停止時に、二次フィルター
２３の上方に設けられた除塵部２４にモータ部２５により振動が与えられることによって
、二次フィルター２３から剥離する。そして剥離した細塵は、一次フィルター取り付け枠
２０より内側の空間を通り、一次フィルター１９の下方でかつ延出部２１の内側に設けた
内筒部２２の内部へと蓄積される。
【００３６】
　次に、集塵装置２内に蓄積した塵埃を捨てる場合、使用者が集塵装置２の上蓋体１６に
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設けられたハンドル１８を上方へ回動させると、ハンドル１８の端部に設けられた第１の
爪部２６と本体ハンドル１４に設けられた第２の凹部１４ａとの嵌合が解除され、集塵装
置２を掃除機本体１から取り外すことができる。そして、集塵装置２を掃除機本体１から
取り外した後、使用者は、ハンドル１８を上蓋体の上面に対して９０度以上倒立させ、第
１の爪部２６と第１の凹部２７とを係合し、ハンドル１８を倒立状態で保持固定させる。
この状態で、使用者は、ハンドル１８を保持し、集塵装置２をゴミ箱等の上へと移動させ
、操作部３０を操作する。使用者により操作部３０が操作されると、スライダー３４が下
方に押し下げられ、尾錠部３２が回動し、下蓋体１７と尾錠部３２との係合が解除され、
開口部１５ａから集塵装置２の外部へと塵埃が排出される。
【００３７】
　次に、集塵装置２を掃除機本体１に装着する場合について、図５を用いて説明する。図
５（ａ）は、本発明の電気掃除機の実施の形態１における集塵装置が装着される様子を示
す掃除機本体の側面図であり、図５（ｂ）本発明の電気掃除機の実施の形態１における集
塵装置が装着された状態を示す掃除機本体の側面図である。
【００３８】
　使用者が集塵装置２内に蓄積した塵埃を捨て、集塵装置２を掃除機本体１に取り付ける
場合、使用者は、ハンドル１８が倒立状態で保持固定されたままの状態で、集塵装置２の
下蓋体１７に設けられた嵌合凹部１７ａと掃除機本体１の集塵装置収納部１１に設けられ
た嵌合凸部１１ａとを嵌合させ、集塵装置２を掃除機本体１に位置決めし、集塵装置２を
掃除機本体１へと取り付ける。
【００３９】
　図５（ａ）及び（ｂ）に示すように、使用者によりハンドル１８が倒立状態で集塵装置
２が掃除機本体１に取り付けられると、集塵装置２の上蓋体１６に設けられたハンドル１
８と掃除機本体１の上部に設けられた本体ハンドル１４とが当接し、第１の爪部２６と第
１の凹部２７との係合が解除され、ハンドル１８が倒立状態から収納状態へと回動し、第
１の爪部２６と第２の凹部１４ａとが嵌合する。この状態で、使用者がハンドル１８を下
方へと押し下げ、第３の凹部２８と第２の爪部２９とを嵌合させることで、集塵装置２が
掃除機本体１に取り付けられる。
【００４０】
　以上のように、本実施の形態においては、集塵装置２を掃除機本体１に取り付ける場合
、使用者は、集塵装置２の下蓋体１７に設けられた嵌合凹部１７ａと掃除機本体１の集塵
装置収納部１１に設けられた嵌合凸部１１ａとを嵌合させるだけで、集塵装置２を掃除機
本体１に簡単に位置決めすることができるため、集塵装置２を掃除機本体１へ容易に装着
させることができ、電気掃除機１００の使い勝手をさらに向上させることができる。
【００４１】
　また、本実施の形態においては、ハンドル１８が倒立状態で集塵装置２が掃除機本体１
に取り付けられた場合、集塵装置２の上蓋体１６に設けられたハンドル１８と掃除機本体
１の上部に設けられた本体ハンドル１４とが当接し、第１の爪部２６と第１の凹部２７と
の係合が解除され、ハンドル１８が倒立状態から収納状態へと回動し、第１の爪部２６と
第２の凹部１４ａとが嵌合するように構成しているため、ハンドル１８が倒立状態のまま
で集塵装置２を掃除機本体１に装着することができるとともに、使用者がハンドル１８に
設けられた第１の爪部２６と掃除機本体１の本体ハンドル１４に設けられた第２の凹部１
４ａとを位置合わせしながら、ハンドル１８を倒立状態から収納状態へと回動させる必要
がなく、集塵装置２を掃除機本体１へ容易に装着させることができ、電気掃除機１００の
使い勝手を向上させることができる。
【００４２】
　さらに、本実施の形態においては、ハンドル１８を上蓋体の上面に対して９０度以上倒
立させた状態で第１の爪部２６と第１の凹部２７とを係合し、ハンドル１８を倒立状態で
保持固定するとともに、上蓋体１６の後方の上部に下蓋体１７を開動作させる操作部３０
を設けている。そのため、使用者が操作部３０を片手で操作することができ、容易に塵埃
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を排出させることができるため、使い勝手を向上させることができる。
【００４３】
　また、本実施の形態においては、集塵装置２が略４５度傾いた状態で掃除機本体１に取
り付けられるように構成しているため、掃除機本体１を小型化でき、掃除機本体１への装
着性も向上できる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明の電気掃除機によれば、集塵装置を掃除機本体へ容易に装着させることができ、
使い勝手のよい電気掃除機を提供することが可能となるので、家庭用電気掃除機及び産業
用電気掃除機の分野・用途に好適に適用することができる。
【符号の説明】
【００４５】
　１　掃除機本体
　１ａ　吸気口
　２　集塵装置
　３　吸込具
　４　延長管
　５　ホース
　６　把手部
　７　先端パイプ
　８　接続パイプ
　９　電動送風機
　１０　電動送風機室
　１１　集塵装置収納部
　１１ａ　嵌合凸部
　１２　車輪
　１３　キャスター
　１４　本体ハンドル
　１４ａ　第２の凹部
　１５　集塵装置本体
　１５ａ　開口部
　１５ｂ　吸入口
　１６　上蓋体
　１６ａ　排出口
　１７　下蓋体
　１７ａ　嵌合凹部
　１８　ハンドル
　１９　一次フィルター
　２０　一次フィルター取り付け枠
　２１　延出部
　２２　内筒部
　２３　二次フィルター
　２４　除塵部
　２５　モータ部
　２６　第１の爪部
　２７　第１の凹部
　２８　第３の凹部
　２９　第２の爪部
　３０　操作部
　３１　ヒンジ部
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　３２　尾錠部
　３３　パッキン
　３４　スライダー
　３５　サイクロン空間部
　３６　集塵通路
　３７　塵埃蓄積空間部
　１００　電気掃除機
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【図３】
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【図４】
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