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(57)【要約】
【課題】自立させた状態で収容した収容物を容易に取り
出すことができると共に、取出し口部を容易且つ確実に
閉塞して収容物を保存しつつ、当該収容物を繰り返し取
り出すことのできるガセット袋を提供する。
【解決手段】前後一対の正面部１４と、これらの正面部
１４の内側に折り込み可能な左右一対の側面折り込み部
１５とを備え、自立させた状態で上端取出し口１１を開
口して、収容された粉末状の洗剤１６を取り出せるよう
にしたガセット袋１０であって、正面部１４と側面折り
込み部１５とが接合する４箇所の立辺１７に沿って、塑
性変形可能な縦方向線状部材１８が取出し口部１３から
胴部１２にかけて各々取り付けられている。またガセッ
ト袋１０を構成するシート材料２２は、アルミ 箔層を
含む多層シートからなる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
前後一対の正面部と、これらの正面部の内側に折り込み可能な左右一対の側面折り込み部
とを備え、自立させた状態で上端取出し口を開口して、収容物を取り出せるようにしたガ
セット袋であって、
　前記正面部と前記側面折り込み部とが連接する立辺に沿って、塑性変形可能な縦方向線
状部材が取出し口部から胴部にかけて各々取り付けられているガセット袋。
【請求項２】
前記縦方向線状部材は前記立辺に沿って前記側面折り込み部に取り付けられており、且つ
該側面折り込み部に取り付けられた各一対の縦方向線状部材の上端部分には、該各一対の
縦方向線状部材と共にコの字形状を形成する塑性変形可能な横方向線状部材が、各側面折
り込み部に沿って取り付けられている請求項１記載のガ セット袋。
【請求項３】
前記縦方向線状部材及び／又は前記横方向線状部材は、被覆樹脂によって覆われている請
求項１又は２に記載のガセット袋。
【請求項４】
前記縦方向線状部材は、前記胴部の底部分まで延設して設けられている請求項１～３のい
ずれかに記載のガセット袋。
【請求項５】
前記立辺に折返しシール部が形成されており、前記縦方向線状部材は、該折返しシール部
又はこれに近接して、接着テープ又は接着剤を介して、或いは溶着によって取り付けられ
ている請求項１～４のいずれかに記載のガセット袋。
【請求項６】
前記立辺に折返しシール部が形成されており、前記縦方向線状部材は、該折返しシール部
の接合内部に配置されている請求項１～４のいずれかに記載のガセット袋。
【請求項７】
アルミ箔層を含む多層シートによって形成される請求項１～６のいずれかに記載のガセッ
ト袋。
【請求項８】
請求項１～７のいずれかに記載のガセット袋に粉粒状の洗剤を収容してなる洗剤製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガセット袋及び洗剤製品に関し、特に前後一対の正面部と、これらの正面部
の内側に折り込み可能な左右一対の側面折り込み部とを備え、自立させた状態で上端取出
し口を開口して、収容物を取り出せるようにしたガセット袋及び該ガセット袋に粉粒状の
洗剤を収容した洗剤製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガセット袋は、一枚又は複数枚のシート材料から形成される、前後一対の正面部と、こ
れらの正面部の内側にＶ字状に折り込み可能な左右一対の側面折り込み部とを備える袋で
あって、側面折り込み部を折り込んで平坦に折り畳まれている状態から、開口部付近の折
り込み部分を開いて矩形形状の上端開口を形成し、この上端開口から内部に種々の収容物
を収容できるようになっている。
【０００３】
　また、このようなガセット袋は、上端開口から収容された収容物が不用意に露出しない
ようにすると共に、収容された収容物を再び取り出すことができるように、例えば開口部
付近の正面部に折れ癖線を設けて上端部分を折り返させるようにしたり、一方の正面部の
上端にカバー片を連接配置して当該カバー片に係止紐を設け、この係止紐を他方の正面部
の開口部付近に設けた巻付け係止片に巻き付けて、上端開口を閉塞させるような工夫がな
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されている。
【０００４】
　さらに、このようなガセット袋においては、収容物を収容した後の上端開口の開閉をよ
りスムーズ且つ確実に行えるように、防水性コートが施されたクラフト紙による袋の袋口
近傍に、縦方向に延設する閉塞用の金属部材（アルミニウム）片を設けたもの（例えば、
特許文献１参照）や、紙、ビニール等によって作成した袋本体の口部の一方または両方の
縁部に沿って横方向に、更には側縁に沿って、針金またはリボン状の金属芯材を取り付け
た封かん口金具を備えたもの（例えば、特許文献２参照）が開示されている。
【０００５】
　さらにまた、左右側壁に折りひだを有するごみ袋において、左右側壁の袋口縁部に沿っ
て薄い金属帯板や針金を設けたものや（例えば、特許文献３参照）、廃棄物処理用袋の周
囲の四隅に止具を備え付けて、この止具を介して袋の四隅を針金等からなる支柱部に止め
付けたもの（例えば、特許文献４参照）が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－７２１５９号公報
【特許文献２】実開昭４９－１２１１２号公報
【特許文献３】実公昭５１－４６３７２号公報
【特許文献４】特開昭６１－１４２１２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　一方、ガセット袋は、これを構成するシート材料や当該ガセット袋の形態等を工夫する
ことにより、その用途が拡大している。例えば粉状又は粒状の洗剤等を収容する袋容器と
して、上端開口を封止することにより収容物を封入した状態で製品化され、使用者は、上
端の封止部分を切り取って上端開口を形成し、洗剤等を繰り返し取り出して使用できるよ
うにしたガセット袋においては、封止部分を切り取った後に開口した上端開口を再び容易
に閉塞できるようにする必要がある他、開口した上端開口から洗剤等を容易に取り出せる
ようにする必要がある。
【０００８】
　しかしながら、上記特許文献１，２のガセット袋によれば、平坦に折り畳まれた状態か
ら、側面折り込み部の折り込み部分を拡げて矩形形状の上端開口を形成し、しかる後に収
容物を収容する紙又はプラスチック製の簡易な袋であることから、これらを例えば洗剤等
を収容して製品化するための袋容器として使用する場合には、種々の問題を生じることに
なる。すなわち、特許文献１に記載のガセット袋は、例えばゴミや嘔吐物を収容するため
に自動車内に備え付けられるクラフト紙による小型の紙袋であり、閉塞用の金属部材（ア
ルミニウム）片は、単に袋口を閉塞するためのものであって、ガセット袋を自立させた状
態で収容物を取り出し易くするものではない。また、特許文献２に記載のガセット袋によ
れば、紙、ビニール等によって作成され、袋本体の口部に取り付けた封かん口金具を介し
て、品物を入れて口部を閉じた後に、当該封かん口金具を折り曲げるだけの作業によって
、封かん紙等を貼りつけることなく口部を閉塞するものであって、ガセット袋を自立させ
た状態で収容物を取り出し易くするものではない。
【０００９】
　さらに、上記特許文献３，４のごみ袋や廃棄物処理用袋によれば、袋口縁部に沿って設
けられた薄い金属帯板や針金、あるいは袋の四隅が止め付けられる針金等の線材からなる
支柱部は、袋にゴミや廃棄物を投入する間は袋の開口形状を保持するものであるが、針金
等を折り曲げて当該袋を封緘した後は、再び袋を開封するものではないため、上端開口を
開閉して、保存された内容物を必要に応じて繰り返し取り出すことが困難である。
【００１０】
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　本発明は、収容物を封入した状態で製品化され、例えば上端の封止部分を切り取って取
出し口を形成し、収容物を繰り返し取り出して使用できるようにしたガセット袋において
、自立させながら取出し口を開かせた状態を容易に保持可能とすることにより、収容物を
効率良く取り出すことができると共に、取出し口部を容易且つ確実に閉塞して収容物を効
果的に保存しつつ、当該収容物を繰り返し取り出すことのできるガセット袋及び該ガセッ
ト袋に粉粒状の洗剤を収容した洗剤製品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】
【００１１】
　本発明は、前後一対の正面部と、これらの正面部の内側に折り込み可能な左右一対の側
面折り込み部とを備え、自立させた状態で上端取出し口を開口して、収容物を取り出せる
ようにしたガセット袋であって、前記正面部と前記側面折り込み部とが連接する立辺に沿
って、塑性変形可能な縦方向線状部材が取出し口部から胴部にかけて各々取り付けられて
いるガセット袋を提供することにより、上記目的を達成したものである。
【００１２】
　また、本発明は、前記ガセット袋に粉粒状の洗剤を収容してなる洗剤製品を提供するこ
とにより、上記目的を達成したものである。
【００１３】
　ここで、ガセット袋の取出し口部は、当該ガセット袋を閉塞するために例えばこれの上
端部分から下半部分に至る領域における適宜の位置で折り返した際の、当該折り返し部及
びこれよりも上方に位置する部分であり、ガセット袋の胴部は、この折り返し部よりも下
方に位置して、収容物を収容する本体部分を構成する部分である。すなわち、本発明によ
れば、ガセット袋を閉塞する際に折り返される折り返し部の位置は、ガセット袋に収容さ
れた収容物の減少等に伴って上下方向に移動してゆくものであり、このような折り返し部
の位置は予め特定されることなく所定の領域内で任意に選択されるものであることから、
閉塞時にガセット袋が実際に折り返される折り返し部を挟んだ上方部分を取出し口部、下
方部分を胴部として規定するものである。したがって、「塑性変形可能な縦方向線状部材
を取出し口部から胴部にかけて取り付ける」とは、閉塞時に少なくとも折り返し部が位置
すると予想されるガセット袋の上下方向の領域に亘って、縦方向線状部材が取り付けられ
ていることを意味するものである。
【００１４】
　また、塑性変形可能な縦方向線状部材や横方向線状部材は、例えば金属製の針金や、板
、細幅状板、メッシュ、リボン、或いは形状記憶合金、形状記憶樹脂等からなり、手の指
の力で容易に折り曲げて変形させることができると共に、折り曲げ後の形状を容易に保持
できる程度の塑性変形性を備える線状部材であり、且つ例えば取出し口部を折り返してガ
セット袋を閉塞した際に、取出し口部のシート材料の折り返し復元力に抵抗して、取出し
口部の折り返し状態を安定して保持できる程度の塑性変形時の保形剛性を有するものであ
る。また線状部材には、針金等の線形部材の他、ある程度の幅をもった例えば細長い帯板
状の部材も含まれる。さらに、線状部材は、一本の線状部材として連続しているものの他
、断続的に連続しているものも含まれる。
【００１５】
　さらにまた、塑性変形可能な縦方向線状部材や横方向線状部材として、例えば針金等の
金属製の線状部材を用いる場合には、これらを被覆樹脂によって覆った状態で用いること
が好ましい。縦方向線状部材や横方向線状部材を被覆樹脂で覆って用いることにより、縦
方向線状部材や横方向線状部材の厚さ（太さ）を実質的に厚く（太く）して、これらの折
り曲げ強度を向上させると共に、これらが塑性変形により折り曲げられる際の折り曲げ半
径を大きくすることが可能になり、これによってこれらの線状部材の破断を回避するため
の繰り返し曲げ耐久性を効果的に向上させることが可能になる。またこれらの線状部材が
繰り返し折り曲げられて破断した場合でも、被覆樹脂により切り口を覆い隠して安全性を
さらに向上させることが可能になる。
【００１６】
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　そして、これらの金属製の線状部材である針金やワイヤーとしては、例えば硬鋼線、ピ
アノ線、普通鉄線、くぎ用鉄線、なまし鉄線、コンクリート用鉄線等を用いることができ
、また折り曲げ性や使用性の観点から、なまし鉄線を用いることが好ましい。これらの針
金やワイヤーには、腐蝕防止や強度補強のために、亜鉛、アルミニウム等のメッキを施し
ておくこともできる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、収容物を封入した状態で製品化され、例えば上端の封止部分を切り取
って取出し口を形成し、収容物を繰り返し取り出して使用できるようにしたガセット袋又
は該ガセット袋に粉粒状の洗剤を収容した洗剤製品において、自立させながらガセット袋
の取出し口を開かせた状態を容易に保持可能とすることにより、収容物を効率良く取り出
すことができると共に、取出し口部を容易且つ確実に閉塞して収容物を効果的に保存しつ
つ、当該収容物を繰り返し取り出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態に係るガセット袋を示す斜視図である。
【図２】（ａ）は本発明の第１実施形態に係るガセット袋に収容物を封入した状態を示す
斜視図、（ｂ）は同上端取出し口を開口する状態を示す斜視図である。
【図３】ガセット袋を構成するシート材料の層構成の一例を説明する断面図である。
【図４】（ａ）及び（ｂ）は、被覆樹脂によって周囲が覆われた塑性変形可能な線状部材
を例示する斜視図である。
【図５】（ａ）及び（ｂ）は、塑性変形可能な線状部材を折り曲げた際の内周折り曲げ半
径Ｒの説明図である。
【図６】取出し口部を折り返してガセット袋を閉塞する状態を示す斜視図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係るガセット袋の上端取出し口を開口する状態を示す斜
視図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係るガセット袋における、縦方向線状部材と横方向線状
部材の他の配置配置状況を説明する側面図である。
【図９】本発明の第３実施形態に係るガセット袋の上端取出し口を開口する状態を示す斜
視図である。
【図１０】本発明のさらに他の実施態様を例示する部分略示斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１に示す本発明の好ましい第１実施形態に係るガセット袋１０は、収容物として例え
ば粉末状の洗剤を収容する容器として用いられ、図２（ａ），（ｂ）に示すように、上端
取出し口１１を封止して製品化されている状態から、使用者がこの封止部分を切り取り線
２０に沿って切り取って上端取出し口１１を開口形成し、当該上端取出し口１１から洗剤
１６を繰り返し取り出して使用できるようにすると共に、洗剤１６を必要量取り出したら
、その都度、取出し口部１３をスムーズ且つ安定した状態で閉塞させて、収容された洗剤
１６を効果的に保存することを可能にするものである。すなわち、本第１実施形態に係る
ガセット袋１０は、粉粒状の洗剤を収容した洗剤製品を構成するものである。
【００２０】
　そして、本第１実施形態のガセット袋１０は、前後一対の正面部１４と、これらの正面
部１４の内側にＶ字状に折り込み可能な左右一対の側面折り込み部１５とを備え、自立さ
せた状態で上端取出し口１１を開口して、例えば開口した状態を維持しつつ収容された洗
剤１６を片手で容易に取り出せるようにした洗剤用の袋容器であって、正面部１４と側面
折り込み部１５とが連接する４箇所の立辺１７に沿って、塑性変形可能な縦方向線状部材
１８が取出し口部１３から胴部１２にかけて各々取り付けられている。
【００２１】
　本第１実施形態によれば、ガセット袋１０は、予め設計された所定の形状に切断加工さ
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れた１枚又は複数枚のシート材料２２に、公知の各種の折り曲げ加工や接合加工を施すこ
とにより、矩形形状を有する底部１９と、底部１９の各辺部から立設する前後一対の正面
部１４及び左右一対の側面折り込み部１５によって周囲を囲まれて、洗剤を収容する袋容
器の本体部分を構成する胴部１２と、この胴部１２の上方部分に一体として連続配置され
、当該ガセット袋１０を閉塞する際に折り返される部分である取出し口部１３とからなる
ガセット袋容器として形成される。またガセット袋１０は、上端取出し口１１から収容物
である粉末状の洗剤１６を予め設計された所定量投入した後に（図２（ｂ）参照）、左右
一対の側面折り込み部１５をＶ字状に内側に折り込むようにしながら上端取出し口１１を
例えばシール接合して封止することにより、投入された洗剤１６を内部に封入すると共に
（図２（ａ）参照）、洗剤１６の未収容部分である取出し口部１３を例えば２重に折り返
した状態で、洗剤製品として製品化されている（図１参照）。
【００２２】
　また、本第１実施形態によれば、ガセット袋１０を構成するシート材料２２として、ア
ルミ箔層を含む多層シートが用いられており、好ましくは、図３に示すように、例えば最
外層である第１層がポリエステル、第２層がポリエチレン、第３層がアルミ箔、第４層が
ポリエチレン、最内層である第５層がシーラント層からなる５層構造の多層シートを用い
ることができる。また多層シートにおけるアルミ箔層の厚さは、５～５０μｍとすること
が好ましく、５～２０μｍとすることがさらに好ましい。シート材料２２としてアルミ箔
層を含む多層シートを用いることにより、再封（リシール）する際の折り曲げ作業を容易
にすることができ、さらに、袋にしわ等が発生し難くなってガセット袋１０の外観を良好
に保持することが可能になる。
【００２３】
　さらに、前後一対の正面部１４と左右一対の側面折り込み部１５は、胴部１２及び取出
し口部１３の４箇所の各立辺１７において、シート材料２２の最内層のシーラント層を隅
部１７に沿って例えば２～３０ｍｍ程度のヘムシール幅で折返し接合することによる折返
しシール部であるヘムシール２３を介して、矩形断面を有する中空筒状に接合一体化され
ている。またこれによって、ガセット袋１０の上端の取出し口１１は、これを開封した際
に、底部１９と略同様の大きさの矩形形状を有することになる。なお、前後一対の正面部
１４と左右一対の側面折り込み部１５とが４箇所の立辺１７において各々ヘムシール２３
によって接合されていることにより、ガセット袋１０の形状保持性及び取出し口１１の開
口保持性を十分に発揮することがが可能になる。
【００２４】
　さらにまた、本第１実施形態によれば、正面部１４と側面折り込み部１５とが連接する
４箇所の立辺１７に沿って、塑性変形可能な縦方向線状部材１８が各々取り付けられてい
る。塑性変形可能な縦方向線状部材１８は、例えば０．１～５．０ｍｍ、好ましくは０．
３～１．０ｍｍの太さの金属製の針金からなり、例えば接着テープ等によって覆われるよ
うにして側面シート１５の外側面に貼り付けられ、４箇所の立辺１７のヘムシール２３に
近接する位置において、当該ヘムシール２３に沿ってこれと平行に取出し口部１３から胴
部１２に跨る長さで取り付けられている。
【００２５】
　また、本第１実施形態によれば、図４（ａ）に示すように、金属製の針金からなる縦方
向線状部材１８を被覆樹脂２５で覆って用いることが好ましい。ここで、被覆樹脂として
は、例えばポリオレフィン系樹脂、塩化ビニル、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂
等を用いることができ、例えば０．０５～５．０ｍｍの厚さで縦方向線状部材１８の周囲
を覆うことが好ましい。また袋の外観上から０．０５～３．０ｍｍの厚さで覆うことが更
に好ましい。被覆樹脂２５で縦方向線状部材１８の周囲を覆うことにより、縦方向線状部
材１８の厚さ（径）を実質的に大きくして、縦方向線状部材１８の折り曲げ強度を向上さ
せることが可能になる。また図５（ａ），（ｂ）に示すように、縦方向線状部材１８が折
り曲げられる際の内周折り曲げ半径Ｒを、縦方向線状部材１８のみの場合（（ｂ）参照、
例えばＲ＜１ｍｍ）と比較して、大きくすることが可能になり（（ａ）参照、例えばＲ≧
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１．５ｍｍ、好ましくはＲ≧２．５ｍｍ）、これによって縦方向線状部材１８の破断を回
避するための繰り返し曲げ耐久性を、効果的に向上させることが可能になる。さらに、縦
方向線状部材１８が繰り返し折り曲げられて屈曲部が劣化することにより破断した場合で
も、その切り口を被覆樹脂２５によって覆い隠すことにより、安全性をさらに向上させる
ことが可能になる。
【００２６】
　ここで、縦方向線状部材１８の周囲を被覆樹脂２５で覆うことにより、縦方向線状部材
１８の加工性や、ガセット袋１０への貼り付け作業性をさらに向上させることも可能にな
る。また、被覆樹脂２５によって縦方向線状部材１８の周囲を、図４（ｂ）に示すように
幅広の平たい形状で覆うことにより、縦方向線状部材１８のハンドリング性をさらに向上
させると共に、接合面積を増大させて、例えばヒートシール等による貼り付け強度を効果
的に向上させることが可能になる。
【００２７】
　そして、本第１実施形態のガセット袋１０は、上述のように粉末状の洗剤１６を封入し
た状態で洗剤製品として製品化され、使用者は、上端の封止部分を切り取って上端取出し
口１１を開口形成し、洗剤１６を繰り返し取り出して使用することになるが、本第１実施
形態のガセット袋１０によれば、自立させながら上端取出し口１１を開かせた状態を容易
に保持可能とすることにより、洗剤１６を効率良く取り出すことができると共に、取出し
口部１３を容易且つ確実に閉塞して洗剤１６を効果的に保存しつつ、当該洗剤１６を繰り
返し取り出してゆくことができる。
【００２８】
　すなわち、本第１実施形態によれば、ガセット袋１０には、正面部１４と側面折り込み
部１５とが連接する４箇所の立辺１７に沿って、塑性変形可能な縦方向線状部材１８が取
出し口部１３から胴部１２にかけて各々取り付けられているので、上端取出し口１１を開
封して矩形形状に開放した際に、４箇所の立辺１７において立設する縦方向線状部材１８
が４隅における柱としての機能を果たして、上端取出し口１１を矩形形状に広く開放した
状態に容易に保持することが可能になり、これによって、自立させた状態においても、収
容物である洗剤１６を容易且つ効率良く取り出すことが可能になる。
【００２９】
　また、４箇所の立辺１７に沿って配置された縦方向線状部材１８は、手の指の力で容易
に折り曲げて変形させることができると共に、折り曲げ後の形状を容易に保持できる程度
の塑性変形性を備えており、且つ取出し口部１３を折り返してガセット袋１０を閉塞した
際に、取出し口部１３のシート材料２２による折り返し復元力に効果的に抵抗して、取出
し口部１３の折り返し状態を安定して保持できる程度の塑性変形時の保形剛性を有してい
るので、側面折り込み部１５を内側に折り込みつつ上端取出し口１１における一対の正面
部１４の上端を重ね合わて当該上端取出し口１１を閉じながら、縦方向線状部材１８と共
に取出し口部１３のシート材料２２を折り返し部２４に沿って下方に折り返すだけの簡単
な操作によって、ガセット袋１０の取出し口部１３を容易且つ確実に閉塞することが可能
になる。
【００３０】
　なお、取出し口部１３を折り返すことによるガセット袋１０の閉塞は、図６に示すよう
に、折り返し部２４に沿った一回の折り返しによって行うことも可能であるが、複数の折
り返し部２４に沿って二回以上折り返すことにより（図１参照）、さらに確実なガセット
袋１０の閉塞を行うことが可能になる。また、正面部１４の表面に例えば折り返し案内線
を予め描いておくことにより、当該折り返し案内線に沿って取出し口部１３を折り返させ
るようにすることもでき、さらに、収容した洗剤１６の減少に伴って折り返し部２４を適
宜下方にずらしつつ、取出し口部１３を折り返すようにすることもできる。さらにまた、
洗剤３０が少なくなった場合には、袋１０の上部を洗剤３０を取り出し易い適切な位置で
切断することにより、洗剤３０の量に応じた取り扱い易い高さとなるように、ガセット袋
１０の高さを適宜修正することもできる。
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【００３１】
　そして、収容した洗剤１６を再び使用する際には、折り曲げられた縦方向線状部材１８
を直線状に復元するように塑性変形させつつ、上端取出し口１１を開口させると共に、こ
のような縦方向線状部材１８を芯材とする上端取出し口１１の開放及び取出し口部１３の
閉塞を繰り返しつつ、洗剤１６が使用されることになる。
【００３２】
　図７は、本発明の好ましい第２実施形態に係るガセット袋３０を示すものであり、本第
２実施形態のガセット袋３０によれば、上記第１実施形態の構成要件に加えて、各側面折
り込み部１５の外側面においてヘムシール２３に沿って各一対取り付けられた縦方向線状
部材１８の上端部分には、各一対の縦方向線状部材１８と共にコの字形状を形成する塑性
変形可能な横方向線状部材３１が、各側面折り込み部１５に沿って取り付けられている。
【００３３】
　そして、本第２実施形態のガセット袋３０によれば、上記第１実施形態のガセット袋３
０と同様の作用効果を奏すると共に、一対の縦方向線状部材１８の上端部分の間に横方向
線状部材３１が各側面折り込み部１５を横断するように設けられているので、上端取出し
口１１を開口する際に、横方向線状部材３１を直線状に復元して支持させることにより、
内側に折り込まれていた側面折り込み部１５を延ばした状態として、矩形形状に拡がった
上端取出し口１１を容易に保持することが可能になり、これによって、収容した洗剤１６
の取り出しをさらに容易且つ効率良く行うことが可能になる。
【００３４】
　なお、本第２実施形態において、縦方向線状部材１８の上端部分に設けられる横方向線
状部材３１は、一対の縦方向線状部材１８の上端を連結するように連続させて設ける必要
は必ずしもなく、一対の縦方向線状部材１８の上端の間、若しくは当該上端から上下に若
干ずれた領域を含む上端部分において、例えば図８に示すように、一対の縦方向線状部材
１８の上端から離間して設けることもでき、例えば３本の互いに離間した直線状部分によ
ってコの字形状を形成するようにしても良い。また、横方向線状部材３１は、縦方向線状
部材１８と同様に、これの周囲を被覆樹脂２５で覆って用いることもできる。
【００３５】
　図９は、本発明の好ましい第３実施形態に係るガセット袋４０を示すものであり、本第
３施形態のガセット袋４０によれば、上記第１実施形態の構成要件に加えて、各側面折り
込み部１５の外側面においてヘムシール２３に沿って各一対取り付けられた縦方向線状部
材４１は、ガセット袋４０の胴部１２の底部分まで延設して設けられている。
【００３６】
　そして、本第３実施形態のガセット袋４０によれば、上記第１実施形態のガセット袋１
０と同様の作用効果を奏すると共に、縦方向線状部材４１の下部が洗剤１６の収容された
部分における胴部１２に配置されることになり、当該下部が洗剤１６からの側圧によって
支持されることになり、取出し口１１を開口する際の柱としての機能をさらに効果的に発
揮することになる。また収容した洗剤１６の減少に伴って、折り返し部２４をより広範囲
に亘って下方にずらしつつ、取出し口部１３を折り返して閉塞した状態とすることが可能
になる。
【００３７】
　なお、本発明は、上記各実施形態に限定されることなく種々の変更が可能である。例え
ば、当該袋を構成するシート材料は、アルミ箔層を含む上記構成の多層シートである必要
は必ずしもなく、アルミ箔層を含まないシート材料や単層のシート材料であっても良い。
例えばポリオレフィン系樹脂、塩化ビニル、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂等か
らなるシート材料を、単層又は多層で用いることができる。また収容される収容物は、粉
末状の洗剤である必要は必ずしもなく、シャンプーやリンス等の液体収容物や、菓子等の
固体収容物等、その他の各種の収容物を収容する袋容器として使用することもできる。
【００３８】
　また、図１０に 示すように、縦方向線状部材５０と共に、上端取出し口５１の矩形の
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開口形状と略同様の矩形形状を有する塑性変形可能な環状の線状部材５２を取り付けるこ
とにより、さらに安定した状態で取出し口５１を開口させることができる。さらに、正面
部と略同様の矩形形状を有するシート材料の両側縁部に縦方向線状部材を設けたものを、
各正面部の内側面に沿って袋の内部に挿入配置することにより、縦方向線状部材を４箇所
の隅部に沿って配設することもできる。
【００３９】
　さらにまた、４箇所の立辺にヘムシールが形成されている場合において、縦方向線状部
材をヘムシールの接合内部に配置することにより、縦方向線状部材を４箇所の立辺に沿っ
て配設することもでき、このように縦方向線状部材をヘムシールの接合内部に配置するこ
とにより、縦方向線状部材やこれの取付部材が外観に現れなくなって、店頭に並べる場合
や使用時にガセット袋をきれいに見せることが可能になる。また、縦方向線状部材や横方
向線状部材は、タックシールや接着剤等で貼り付けたり、溶着して配設することもできる
。
【符号の説明】
【００４０】
１０，３０，４０　ガセット袋
１１　上端取出し口
１２　胴部
１３　取出し口部
１４　正面部
１５　側面折り込み部
１６　洗剤（収容物）
１７　立辺
１８，４１　縦方向線状部材
１９　底部
２０　切り取り線
２２　シート材料
２３　ヘムシール
２４　折り返しライン
２５　被覆樹脂
３１　横方向線状部材
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月23日(2010.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
前後一対の正面部と、これらの正面部の内側に折り込み可能な左右一対の側面折り込み部
とを備え、矩形形状を有する底部を有しており、上端取出し口を封止して製品化されてい
る状態から矩形形状の上端取出し口を開口形成して、自立させた状態で収容物を繰り返し
取り出せるようにしたガセット袋であって、
　前記正面部と前記側面折り込み部とが連接する立辺に沿って、塑性変形可能な縦方向線
状部材が取出し口部から胴部にかけて各々取り付けられており、
　前記縦方向線状部材は金属製の線状部材からなり、被覆樹脂によって覆われているガセ
ット袋。
【請求項２】
前記金属製の線状部材は、前記被覆樹脂によって０．０５～３．０ｍｍの厚さで覆われて
いる請求項１記載のガセット袋。
【請求項３】
前記金属製の線状部材は、前記被覆樹脂によって幅広の平たい形状となるように覆われて
いる請求項１又は２に記載のガセット袋。
【請求項４】
前記金属製の線状部材は、硬鋼線、ピアノ線、普通鉄線、くぎ用鉄線、なまし鉄線、コン
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クリート用鉄線等の針金又はワイヤーである請求項１～３のいずれかに記載のガセット袋
。
【請求項５】
前記針金やワイヤーには、亜鉛、アルミニウム等のメッキが施されている請求項４記載の
ガセット袋。
【請求項６】
前記被覆樹脂は、ポリオレフィン系樹脂、塩化ビニル、ポリエステル系樹脂、又はポリア
ミド系樹脂である請求項１～５のいずれかに記載のガセット袋。
【請求項７】
前記立辺に折返しシール部が形成されており、前記縦方向線状部材は、該折返しシール部
の接合内部に配置されている請求項１～６のいずれかに記載のガセット袋。
【請求項８】
請求項１～７のいずれかに記載のガセット袋に粉粒状の洗剤を収容してなる洗剤製品。
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