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(57)【要約】
【課題】片手でパックを開封し、パック及び棒状物を持
った状態でパックの内蔵物を付着・飛散なく取り出す。
また周囲の汚染物がパック及び棒状物に付着することを
防止し、使用済みのパック及び棒状物による汚染を防止
する。
【解決手段】上面板３１０と側面板Ａ３２０と側面板Ｂ
３３０からなり、パック保管部３１１でパック１００を
、棒保管部Ａ３２３及び棒保管部Ｂ３３３で棒状物２０
０を保持及び保管及び個々に出し入れし、片手でパック
１００を開封し、かつ保持した状態で傾斜してパック１
００の内蔵物を取り出す。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
内蔵物を入れたカップ１２０を有するパック１００、及び棒状物２００を保持する容器３
００であって、
上面板３１０と、側面板Ａ３２０と、側面板Ｂ３３０からなり、
前記上面板３１０のパック保管部３１１で前記パック１００を保持及び保管し、前記側面
板Ａ３２０の棒保管部Ａ３２３または棒副保管部Ａ３２５及び前記側面板Ｂ３３０の棒保
管部Ｂ３３３または棒副保管部Ｂ３３５で前記棒状物２００を保持及び保管するもので、
前記パック１００及び前記棒状物２００を個々に出し入れ可能とし、かつ該パック１００
及び該棒状物２００を保持した状態で前面端３１２または後面端３１３の一方が他方に対
して下方となるように傾斜して前記パック１００の内蔵物の取り出しを可能にすることを
特徴とするパックと棒状物を保持する容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、パック及び棒状物を保持する構造と、パック及び棒状物を保持した状態で容器
を持つ構造と、パック開封時に内蔵物の付着や飛散を防止する構造と、容器を保管する構
造の技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来の一般的なパック及び棒状物の使用方法は、以下の通りである。
飲み物と、パック及び棒状物をテーブルに置く。
棒状物を手に取り、開封し、飲み物に内蔵物を入れる。
使用済みの棒状物をテーブルに置く。
パックを手に取り、カップを手指で保持し、非接着部Ａを他方の手指で摘み、非接着部Ａ
を引っ張ってカップから蓋を分離して一部開封する。
パックを傾斜し、飲み物に内蔵物を入れる。
使用済みのパックをテーブルに置く。
【０００３】
このパックの開封方法では、パックを開封するために両手を使用して開封する必要があっ
た。
パック開封時に内蔵物が手指に付着、または飛散することがあった。
パック及び棒状物にテーブル上の水滴や汚れが付着することがあった。
使用済みのパックや棒状物の内蔵物でテーブルを汚染することがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【特許文献１】特開２００８－２６５８７８
【特許文献２】特開２００８－１４３５９９
【特許文献３】特開２０００－２８１１３４
【特許文献４】特開平１１－１４７５１９
【特許文献５】特開平１０－１９２１４８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
以下に特許文献による従来技術に関して述べる。
例えば特開２００８－２６５８７８は、棒形状のものを漏斗で収集し閉止システムで振分
けするもので、容器自体に保持及び保管する構造にない。
また特開２００８－１４３５９９は、棒状物を収納し保持する袋体であり、傾斜すると内
蔵物だけでなく棒状物も一緒に落下してしまう。
更に特開２０００－２８１１３４は、包装体の内部で棒状食品と液状食品に収納している
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が、傾斜すると棒状食品と液状食品共に落下する。
次に特開平１１－１４７５１９は、蓋部を持つ包装容器で、内装部材で蓋部受けを分離し
、内容物を収納する構造であるが、蓋を開けて傾斜すると内容物全てが落下し、蓋を閉じ
て傾斜すると何も取り出せない。
最後に特開平１０－１９２１４８は、パックは保持するが、棒状物に引っ掛ける構造で、
棒状物を保持するものではない。
以上より、パックと棒状物を保持する容器として従来技術には問題点があり、不十分であ
ることが分かる。
【０００５】
本発明が解決しようとする課題及び目的を以下に示す。
片手でパックを開封し、かつパック及び棒状物を持った状態でパックの内蔵物を取り出す
。
パック開封時及び使用後の内蔵物の付着・飛散を防止する。
テーブルの水滴や汚れがパック及び棒状物に付着することを防止する。
使用済みのパック及び棒状物によるテーブルの汚染を防止する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明は、上面板３１０と、側面板Ａ３２０と、側面板Ｂ３３０からなり、前記上面板３
１０のパック保管部３１１で前記パック１００を保持及び保管し、前記側面板Ａ３２０の
棒保管部Ａ３２３または棒副保管部Ａ３２５及び前記側面板Ｂ３３０の棒保管部Ｂ３３３
または棒副保管部Ｂ３３５で前記棒状物２００を保持及び保管するもので、
前記パック１００及び前記棒状物２００を個々に出し入れ可能とし、かつ該パック１００
及び該棒状物２００を保持した状態で前面端３１２または後面端３１３の一方が他方に対
して下方となるように傾斜して前記パック１００の内蔵物の取り出しを可能にする手段を
有した容器である。
【発明の効果】
【０００７】
以下に本発明の効果を示す。
パックを片手で開封し、内蔵物を片手で取り出すことができる。
パックの内蔵物の付着や飛散、汚染を防止できる。
パック及び棒状物に、テーブルの水滴や汚れの付着を防止できる。
パック及び棒状物を１つの容器に分別して収納し、パック及び棒状物を保持した状態で傾
斜し、パックの内蔵物を取り出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】パックの概略斜視図である。
【図２】容器の概略斜視図である。
【図３】パックと棒状物を保持した容器の概略斜視図である。
【図４】複数のパックと棒状物を保持できる容器の概略斜視図である。
【図５】陶磁器で製造した容器の概略斜視図である。
【図６】軟性材で製造した容器の概略斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
以下に本発明の好適な実施例を図面に基づいて説明する。
実施例は、コーヒーなどの飲み物に付属するミルクなどのパック１００と、スティックシ
ュガーやマドラーなどの棒状物２００を容器３００で保持及び保管したものである。
【実施例】
【００１０】
図１よりパック１００は、蓋１１０と内蔵物を入れたカップ１２０を接着部１３０で接着
して密閉し、蓋１１０とカップ１２０が接着していない非接着部Ａ１１１及び非接着部Ｂ
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１２１を持つ構造である。
【００１１】
図２より本発明の容器３００は、上面板３１０と、側面板Ａ３２０と、側面板Ｂ３３０か
らなる。
上面板３１０は、パック保管部３１１と、前面端３１２と、後面端３１３と、取手３１４
を持つ。側面板Ａ３２０は、接地部Ａ３２１と、棒挿入口Ａ３２２と、棒保管部Ａ３２３
と、屈曲部Ａ３２４と、棒副保管部Ａ３２５を持つ。側面板Ｂ３３０は、接地部Ｂ３３１
と、棒挿入口Ｂ３３２と、棒保管部Ｂ３３３と、屈曲部Ｂ３３４と、棒副保管部Ｂ３３５
を持つ。
【００１２】
パック保管部３１１は、中央にあり、上部からカップ１２０を挿入させ、接着部１３０を
引っ掛けてパック１００を保持及び保管する。
側面板Ａ３２０と側面板Ｂ３３０は、互いに対となる構造である。
接地部Ａ３２１及び接地部Ｂ３３１は、テーブル等に接地して容器３００を置くための足
台である。
棒挿入口Ａ３２２及び棒挿入口Ｂ３３２は、パック保管部３１１を中央に挟んで開口し、
パック保管部３１１にパック１００を保持していない状態で、棒状物２００を棒挿入口Ａ
３２２と棒挿入口Ｂ３３２を結んだ線と平行にして、上部から棒状物２００を挿入する入
り口である。
棒保管部Ａ３２３及び棒保管部Ｂ３３３は、棒挿入口Ａ３２２及び棒挿入口Ｂ３３２から
挿入した棒状物２００を保持及び保管する。棒保管部Ａ３２３または棒保管部Ｂ３３３の
側面方向から棒状物２００を出し入れすることも可能である。
屈曲部Ａ３２４及び屈曲部Ｂ３３４は、容器３００をコの字型に屈曲する。
上部中央にパック保管部３１１、下部両端に棒保管部Ａ３２３及び棒保管部Ｂ３３３を装
備するための屈曲で、パック１００と棒状物２００を分離して保管する。また屈曲部Ａ３
２４から屈曲部Ｂ３３４の長さより接地部Ａ３２１から接地部Ｂ３３１の長さを長くした
台形構造を取ることで、容器３００を安定した状態で立位を保持し、上部に容器３００を
複数積み重ねることができる。
棒副保管部Ａ３２５及び棒副保管部Ｂ３３５は、容器３００の前面または後面にあり、棒
状物２００を出し入れかつ保持及び保管する。
【００１３】
図３よりパック１００及び棒状物２００を容器３００に出し入れかつ保持及び保管する方
法と、パック１００の内蔵物を取り出す方法を説明する。
棒状物２００のスティックシュガーを棒挿入口Ａ３２２及び棒挿入口Ｂ３３２から落下し
て挿入し、棒保管部Ａ３２３及び棒保管部Ｂ３３３で棒状物２００の両端を保持して保管
する。
パック１００をパック保管部３１１に挿入し、接着部１３０を引っ掛けて保持及び保管す
る。このとき非接着部Ａ１１１を前面端３１２側に向ける。
他の棒状物２００のマドラーを棒副保管部Ａ３２５及び棒副保管部Ｂ３３５に入れて保持
及び保管する。
このパック１００及び棒状物２００を容器３００に保管した状態で、飲み物と一緒にテー
ブルに置く。
棒状物２００のマドラーを前面または後面から取り出し、飲み物に入れる。
棒状物２００のスティックシュガーを棒保管部Ａ３２３または棒保管部Ｂ３３３側から取
り出し、開封して中身のシュガーを飲み物に入れる。
使用済みの棒状物２００のスティックシュガーを後面の棒副保管部Ａ３２５及び棒副保管
部Ｂ３３５に挿入して保管する。
【００１４】
一方の手で蓋１１０の上部から接着部１３０を押して圧迫固定し、他方の手で非接着部Ａ
１１１を把持し、蓋１１０とカップ１２０を分離してパック１００を半分程度開封する。
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片手でパック１００の開封作業を行うときは、第１指と第２指で非接着部Ａ１１１を把持
し、第２指で蓋１１０を上部から圧迫しながら回転し、蓋１１０とカップ１２０を分離し
て開封する。
片手で取手３１４を把持して容器３００を持ち上げ、飲み物の上部で前面端３１２を下方
に傾斜してパック１００の内蔵物のミルクを飲み物へ注ぐ。このとき取手３１４だけでな
くパック１００の未開封部分も一緒に把持し、パック１００を容器３００に固定しても良
い。
棒状物２００のマドラーで飲み物をかき混ぜる。使用後は前面の棒副保管部Ａ３２５及び
棒副保管部Ｂ３３５に挿入して保管する。
飲み物を飲む。
飲料後の片付けは、片手で取手３１４を把持して持ち上げ移動する。
使用済みのパック１００及び棒状物２００を取り出す方法は、片手で取手３１４を把持し
て容器３００を逆さまにし、パック１００及び棒状物２００を落下させる。これにより、
使用済みのパック１００及び棒状物２００に触れることなく廃棄でき、手などの汚染を防
止する。
【００１５】
図４はパック保管部３１１を２箇所設け、パック１００を２個挿入できる変形例である。
同様にパック１００及び棒状物２００を保持及び保管する。
図５は陶磁器で製造した容器３００の一例である。陶磁器では製造時、上面板３１０と、
側面板Ａ３２０及び側面板Ｂ３３０の変形を防止するため、前面補強板３１５及び後面補
強板３１６を設けて補強する。同様にパック１００及び棒状物２００を保持及び保管する
。
図６は軟性材の紙で製造した容器３００の一例である。組立て方法を説明する。
１枚の平板状で、４箇所の折れ線３４０と、両端に止め具Ａ３２６及び止め具Ｂ３３６を
持つ。
４箇所の折れ線３４０を裏側に折り曲げ、止め具Ａ３２６と止め具Ｂ３３６を接続し、容
器３００を構成する。同様にパック１００及び棒状物２００を保持及び保管する。
【００１６】
以下に本発明の応用例を示す。
パック１００の接着部１３０は、カップ１２０に蓋１１０を乗せた接触しているだけの状
態でも良い。パック１００は、蓋１１０のないカップ１２０だけの構造でも良い。
棒挿入口Ａ３２２及び棒挿入口Ｂ３３２がなく、棒保管部Ａ３２３及び棒保管部Ｂ３３３
の穴だけの構造でも良い。
棒挿入口Ａ３２２及び棒挿入口Ｂ３３２は、パック保管部３１１にパック１００を保持し
ていない状態であれば、棒状物２００を挿入するだけでなく、取り出すこともできる。
棒保管部Ａ３２３及び棒保管部Ｂ３３３は、棒状物２００を複数保持及び保管できる。同
様に棒副保管部Ａ３２５及び棒副保管部Ｂ３３５も、棒状物２００を複数保持及び保管で
きる。
【００１７】
パック１００は、ミルク・ガムシロップ・バター・マーガリン・ジャム・プリン・ヨーグ
ルト・豆腐・調味料・飲料水などの食料品の内蔵物を入れた包装物は勿論、カップ・コッ
プ・ピッチャー・御椀・皿・桶・樽・ザル・ボトル・、ビンなどの入れ物、食料品以外の
気体・液体・ゼリー状物・固形物などを入れた入れ物であっても良い。
棒状物２００は、スティックシュガー・マドラー・ストロー・スプーン・フォーク・ナイ
フ・箸・串・楊枝などの食料品や台所用品及びこれらの包装物は勿論、ピンセット・ハサ
ミ・ペン・綿棒などの器具、食器及び器具以外の棒状物、軟性材や硬性材による棒状の形
状物であっても良い。
【産業上の利用可能性】
【００１８】
以上の説明では主として本発明者によってなされた発明を、パック１００及び棒状物２０
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、保持可能なもの全般に利用できる。
【符号の説明】
【００１９】
１００・・・パック
　１１０・・・蓋
　　１１１・・・非接着部Ａ
　１２０・・・カップ
　　１２１・・・非接着部Ｂ
　１３０・・・接着部
２００・・・棒状物
３００・・・容器
　３１０・・・上面板
　　３１１・・・パック保管部
　　３１２・・・前面端
　　３１３・・・後面端
　　３１４・・・取手
　　３１５・・・前面補強板
　　３１６・・・後面補強板
　３２０・・・側面板Ａ
　　３２１・・・接地部Ａ
　　３２２・・・棒挿入口Ａ
　　３２３・・・棒保管部Ａ
　　３２４・・・屈曲部Ａ
　　３２５・・・棒副保管部Ａ
　　３２６・・・止め具Ａ
　３３０・・・側面板Ｂ
　　３３１・・・接地部Ｂ
　　３３２・・・棒挿入口Ｂ
　　３３３・・・棒保管部Ｂ
　　３３４・・・屈曲部Ｂ
　　３３５・・・棒副保管部Ｂ
　　３３６・・・止め具Ｂ
　３４０・・・折れ線
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