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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複合化した出荷及び分配カートン（７５）であって、
　ボトムパネル（１８Ａ，１８Ｂ）と、
　第１トップフラップ（１２Ａ，１２Ｂ）および第２トップフラップ（２６Ａ，２６Ｂ）
を含むトップパネル（１２Ａ，１２Ｂ，２６Ａ，２６Ｂ）と、
　前記ボトムパネル及び前記トップパネルに隣接する第１のサイドパネル（１４Ａ，１４
Ｂ）と、
　前記ボトムパネル及び前記トップパネルに隣接した、ボックス折り線（５０）を有する
第２のサイドパネル（２２Ａ，２２Ｂ）と、
　該カートンの第１の端を閉じる、少なくとも１つの第１のエンドフラップ（３０，３８
，４２，４６）と、
　該カートンの第２の端を閉じる、少なくとも１つの第２のエンドフラップ（３４，４０
，４４，４８）と、
　前記ボトムパネル、前記第１のサイドパネル、及び前記トップパネルを貫いて延びる、
第１の複数の切り離し線（５２，５６，６０）と、
　前記ボトムパネル、前記第１のサイドパネル、及び前記トップパネルを貫いて延びる、
第２の複数の切り離し線（５４，５８，６２）と
を備え、
　前記第１の複数の切り離し線及び前記第２の複数の切り離し線は前記ボトムパネル、前
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記第１のサイドパネル、及び前記トップパネルにおいてオープンフラップ（６６）を少な
くとも部分的に画定し、
　該オープンフラップは、前記第１のサイドパネルにおけるよりも前記ボトムパネルにお
けるほうが幅が広く、
　前記オープンフラップを開くと、前記第２のサイドパネルを前記ボックス折り線に沿っ
て折ることによって、該カートンを第１及び第２の横に並んだディスペンサー（７２Ａ，
７２Ｂ）にすることができ、
　前記第１の複数の切り離し線は、前記トップパネルに向かって延びた第１のサイドパネ
ル切り離し線を含み、
　前記第２の複数の切り離し線は、前記トップパネルに向かって延びた第２のサイドパネ
ル切り離し線を含み、
　前記第１のサイドパネル切り離し線及び第２のサイドパネル切り離し線は、前記トップ
パネルに向かって互いに近寄り、
　前記第１の複数の切り離し線及び第２の複数の切り離し線は、前記第１のトップフラッ
プ及び前記第２のトップフラップを貫いて延在する、
複合化した出荷及び分配カートン。
【請求項２】
　前記第１の複数の切り離し線（５２，５６，６０）は第１のボトムパネル切り離し線（
６０）を含み、
　前記第２の複数の切り離し線（５４，５８，６２）は第２のボトムパネル切り離し線（
６２）を含み、
　前記第１のボトムパネル切り離し線及び前記第２のボトムパネル切り離し線は前記第１
のサイドパネル（１４Ａ，１４Ｂ）に隣接する位置において互いに離間する、請求項１に
記載の複合化した出荷及び分配カートン。
【請求項３】
　前記第１の複数の切り離し線（５２，５６，６０）は第１のトップパネル切り離し線（
５２）を含み、
　前記第２の複数の切り離し線（５４，５８，６２）は第２のトップパネル切り離し線（
５４）を含み、
　前記第１のトップパネル切り離し線及び前記第２のトップパネル切り離し線は前記トッ
プパネル（１２Ａ，１２Ｂ，２６Ａ，２６Ｂ）において互いに平行に延びる、請求項２に
記載の複合化した出荷及び分配カートン。
【請求項４】
　前記第１ボトムパネル切り離し線及び前記第２のボトムパネル切り離し線（６０，６２
）は前記第２のサイドパネル（２２Ａ，２２Ｂ）に隣接する位置において互いに向かって
近寄る、請求項３に記載の複合化した出荷及び分配カートン。
【請求項５】
　前記第１の複数の切り離し線（５２，５６，６０）と前記第２の複数の切り離し線（５
４，５８，６２）とを接続する、前記第２のサイドパネル（２２Ａ，２２Ｂ）における切
断線（６４）を含み、さらに、前記切断線に隣接するとともに、前記第1の複数の切り離
し線（５２，５６，６０）と前記第2の切り離し線（５４，５８，６２）のそれぞれの端
部の間に延在する折り線（６８）を含み、該切断線と該折り線とは前記第２のサイドパネ
ルにおけるスタートフラップ（７０）を画定する、請求項４に記載の複合化した出荷及び
分配カートン。
【請求項６】
　前記第１の複数の切り離し線（５２，５６，６０）及び前記第２の複数の切り離し線（
５４，５８，６２）は、前記第１のトップフラップ（１２Ａ，１２Ｂ）及び前記第２のト
ップフラップ（２６Ａ，２６Ｂ）を貫いて延びる、請求項５に記載の複合化した出荷及び
分配カートン。
【請求項７】
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　前記カートンの前記第１の端から前記第１のトップパネル切り離し線（５２）までの距
離は、前記カートンの前記第２の端から前記第２のトップパネル切り離し線（５４）まで
の距離と同じである、請求項３に記載の複合化した出荷及び分配カートン。
【請求項８】
　前記第1および第２のディスペンサー同士（７２Ａ，７２Ｂ）は同じ大きさ及び構成で
ある、請求項１に記載の複合化した出荷及び分配カートン。
【請求項９】
　前記第１の複数の切り離し線（５２，５６，６０）を前記第２の複数の切り離し線（５
４，５８，６２）に接続するオープンフラップ折り線（６８）をさらに備え、前記ボック
ス折り線（５０）は前記オープンフラップ折り線に隣接する点から延びる、請求項１に記
載の複合化した出荷及び分配カートン。
【請求項１０】
　前記カートンの前記第１の端を閉じる前記少なくとも１つの第１のエンドフラップは、
　第１のサイドエンドフラップ（３８）と、
　第２のサイドエンドフラップ（４６）と
を備える、請求項１に記載の複合化した出荷及び分配カートン。
【請求項１１】
　請求項１に記載のカートン及びその中の複数の小袋（７４）であって、前記第１のディ
スペンサー（７２Ａ）及び前記第２のディスペンサー（７２Ｂ）は該小袋を直立した向き
で陳列することができる、請求項１に記載のカートン及びその中の複数の小袋。
【請求項１２】
　前記第１の複数の切り離し線（５２，５６，６０）を前記第２の複数の切り離し線（５
４，５８，６２）に接続するオープンフラップ折り線（６８）をさらに備え、前記ボック
ス折り線（５０）は前記オープンフラップ折り線に隣接する点から延びる、請求項１に記
載の複合化した出荷及び分配カートン。
【請求項１３】
　前記エンドフラップ（３０，３８，４２，４６）を閉じる手段を備える、請求項１に記
載の複合化した出荷及び分配カートン。
【請求項１４】
　該カートンの前記第１の端を閉じる前記少なくとも１つの第１のエンドフラップ（３０
，３８，４２，４６）は、
　第１のサイドエンドフラップ（３８）と、
　第２のサイドエンドフラップ（４６）と
を備える、請求項５に記載の複合化した出荷及び分配カートン。
【請求項１５】
　請求項１に記載のカートン及びその中の複数の小袋（７４）であって、前記第１のディ
スペンサー（７２Ａ）及び前記第２のディスペンサー（７２Ｂ）は該小袋を直立した向き
で陳列することができ、該複数の小袋は該カートンの第１の側の第１の列と該カートンの
第２の側の第２の列とに配置され、該小袋の前記列同士は該小袋の頂部で重なり合う、請
求項１に記載のカートン及びその中の複数の小袋。
【請求項１６】
　請求項１に記載のカートン（７５）、及び該カートンの第１の側の第１の列と該カート
ンの第２の側の第２の列とに配置された複数の小袋（７４）を設ける工程であって、該小
袋の前記列同士は該小袋の頂部で重なり合っている工程と、
　前記オープンフラップ（６６）を取り外す工程と、及び
　前記第２のサイドパネルの第１の部分（２２Ａ）が該第２のサイドパネルの第２の部分
（２２Ｂ）に当接するまで前記ボックス折り線（５０）に沿って折る工程であって、該小
袋の頂部は前記ディスペンサー（７２Ａ，７２Ｂ）の頂部から突き出ている工程と
を含む、品物の陳列方法。
【請求項１７】
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　前記第１の複数の切り離し線（５２，５６，６０）を前記第２の複数の切り離し線（５
４，５８，６２）に接続するオープンフラップ折り線（６８）と、
　前記第１の複数の切り離し線（５２，５６，６０）及び前記第２の複数の切り離し線（
５４，５８，６２）を接続する前記第２のサイドパネル（２２Ａ，２２Ｂ）における切断
線（６４）とを備え、
　前記ボックス折り線（５０）は前記オープンフラップ折り線に隣接する位置から延びて
おり、
　前記切断線及び前記オープンフラップ折り線は前記第２のサイドパネルにおけるスター
トフラップ（７０）を画定する、請求項１に記載の複合化した出荷及び分配カートン。
【請求項１８】
　前記第1の複数の切り離し線（５２，５６，６０）は、第1のトップパネル切り離し線（
５２）、第１のサイドパネル切り離し線（５６）、および第1のボトムパネル切り離し線
（６０）を備え、
　前記第２の複数の切り離し線（５４，５８，６２）は、第２のトップパネル切り離し線
（５４）、第２のサイドパネル切り離し線（５８）、および第２のボトムパネル切り離し
線（６２）を備え、
　前記第1および第２のトップパネル切り離し線は、前記トップパネル（１２Ａ，１２Ｂ
，２６Ａ，２６Ｂ）において互いに平行に延びており、
　前記第１および第２のボトムパネル切り離し線は、前記第１のサイドパネル（１４Ａ，
１４Ｂ）に隣接する位置において互いに離間する、
　前記第１のボトムパネル切り離し線及び前記第２のボトムパネル切り離し線は前記第２
のサイドパネル（２２Ａ，２２Ｂ）に隣接する位置において互いに向かって近接する、請
求項１７に記載の複合化した出荷及び分配カートン。
【請求項１９】
　複合化した出荷及び分配カートンを形成するブランク（１０）であって、
　ボトムパネル（１８Ａ，１８Ｂ）と、
　該ボトムパネルに折り畳み可能に接続された第１のサイドパネル（１４Ａ，１４Ｂ）と
、
　該第１のサイドパネルに折り畳み可能に接続された第１のトップフラップ（１２Ａ，１
２Ｂ）と、
　ボックス折り線（５０）を有する第２のサイドパネル（２２Ａ，２２Ｂ）と、
　該ブランクの第１の辺縁領域に沿って延びる第１の複数のエンドフラップ（３０，３８
，４２，４６）と、
　該ブランクの第２の辺縁領域に沿って延びる第２の複数のエンドフラップ（３４，４０
，４４，４８）と、
　前記ボトムパネル、前記第１のサイドパネル、及び前記第１のトップフラップを貫いて
延びる第１の複数の切り離し線（５２，５６，６０）と、
　前記ボトムパネル、前記第１のサイドパネル、及び前記第１のトップフラップを貫いて
延びる第２の複数の切り離し線（５４，５８，６２）と、
　折りたたみ可能に前記第２のサイドパネルに接続された第２のトップフラップ（２６Ａ
，２６Ｂ）とを備え、前記第１の複数の切り離し線と前記第２の複数の切り離し線とは前
記第１のトップフラップ及び前記第２のトップフラップを貫いて延在し、
　前記第１の複数の切り離し線及び前記第２の複数の切り離し線は前記ボトムパネル、前
記第１のサイドパネル、及び前記第１のトップフラップにおいてオープンフラップ（６６
）を少なくとも部分的に画定し、
　該オープンフラップは、前記第１のサイドパネルにおけるよりも前記ボトムパネルにお
けるほうの幅が広く、
　前記第１の複数の切り離し線は第１のサイドパネル切り離し線（５６）を含み、
　前記第２の複数の切り離し線は第２のサイドパネル切り離し線（５８）を含み、　前記
第１のサイドパネル切り離し線及び前記第２のサイドパネル切り離し線は前記第１のトッ
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プフラップに向かって近寄り、
　前記第1の複数の切り離し線は第１のボトムパネル切り離し線（６０）を含み、
　前記第２の複数の切り離し線は第２のボトムライン切り離し線（６２）を含み、
　前記第１のボトムパネル切り離し線及び前記第２のボトムパネル切り離し線は前記第１
のサイドパネルに隣接する位置において互いに離間する、
請求項１に記載の複合化した出荷及び分配カートンを形成するブランク。
【請求項２０】
　前記第１の複数の切り離し線（５２，５６，６０）は第１のトップフラップ切り離し線
（５２）を含み、
　前記第２の複数の切り離し線（５４，５８，６２）は第２のトップフラップ切り離し線
（５４）を含み、
　前記第１のトップフラップ切り離し線及び前記第２のトップフラップ切り離し線は前記
第１のトップフラップ（１２Ａ，１２Ｂ）において互いに平行に延びる、請求項１９に記
載の複合化した出荷及び分配カートンを形成するブランク。
【請求項２１】
　前記第１のボトムパネル切り離し線（６０）及び前記第２のボトムパネル切り離し線（
６２）は前記第２のサイドパネル（２２Ａ，２２Ｂ）に隣接する位置に向かって互いに近
寄る、請求項１９に記載の複合化した出荷及び分配カートンを形成するブランク。
【請求項２２】
　前記第１の複数の切り離し線（５２，５６，６０）と前記第２の複数の切り離し線（５
４，５８，６２）とを接続する、前記第２のサイドパネル（２２Ａ，２２Ｂ）における切
断線（６４）を備え、該切断線に隣接した折り線（６８）をさらに含み、該切断線と該折
り線とは前記第２のサイドパネルにおけるスタートフラップ（７０）を画定する、請求項
１９に記載の複合化した出荷及び分配カートンを形成するブランク。
【請求項２３】
　前記第１の辺縁領域から前記第１のトップフラップ切り離し線（５２）までの距離は、
前記第２の辺縁領域から前記第２のトップフラップ切り離し線（５４）までの距離とおよ
そ同じである、請求項２０に記載の複合化した出荷及び分配カートンを形成するブランク
。
【請求項２４】
　前記第１の複数の切り離し線（５２，５６，６０）を前記第２の複数の切り離し線（５
４，５８，６２）に接続する、前記第２のサイドパネル（２２Ａ，２２Ｂ）におけるオー
プンフラップ折り線（６８）をさらに備え、前記ボックス折り線（５０）は前記オープン
フラップ折り線に隣接する点から延びる、請求項１９に記載のブランク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　［発明の背景］
　　［発明の分野］
　本発明は、包括的には、小袋を消費者に分配するとともに陳列するツインボックス（tw
in boxes）に容易に転用することができる、小袋を出荷するための複合化した出荷カート
ンに関する。本発明は、小袋を分配するとともに陳列するツインボックスに出荷カートン
を転用するための、１つのサイドパネルの折り線とカートンの切り離し線との組合せにお
いて、独特の特徴を有する。
【０００２】
　　［背景］
　飲料、小さなキャンディー、小さな食料品のスナックミックス（例えばトレイルミック
ス）等の食品の多くは、複合材料でできた小袋に包装して消費者に販売される。このよう
な小袋は小型（例えば２００ミリリットル又は１００グラム）の傾向がある。このような
小袋は現在、出荷容器に入れて店舗に出荷され、取り出してかためて個別に棚に置かれる
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か、又は出荷容器に入れて陳列される。
【特許文献１】国際公開第８８／０３０８９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような小袋を消費者に陳列するとともに分配するこのようなオプションは、いずれ
もあまり満足のゆくものではない。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　　［発明の概要］
　本発明は、食品を収容している小袋を消費者への販売用に棚で分配するとともに陳列す
るツインボックスに関する。このようなツインディスペンサーボックスは、小袋を店舗に
出荷する出荷カートンから転用される。出荷カートンは、ボトムパネル、トップパネル、
及び折り畳み可能に取り付けられた隣接するサイドパネルと、カートンの端を閉じるフラ
ップとを有する。カートンを基本的に蓋を有するトレイになるように形成すると、小袋を
そのカートンに入れて蓋を閉め封をする。出荷カートンは、店舗に到着すると、小袋を消
費者に分配陳列する、横に並んだディスペンサーに転用することができる。この転用を行
うことができるのは、出荷カートンが一方のサイドパネルを貫いて延びる一対の切り離し
線を有し、他方のサイドパネルに折り線を有して、カートンを横に並んだディスペンサー
に転用するために切り離し線と折り線との間が相互接続されているからである。
【０００５】
　一実施形態において、切り離し線同士は互いに並行であり、棚の前縁近くに配置される
ように設計された前壁を有する、横に並んだディスペンサーを作り出す。前壁のディスペ
ンサー底面からの高さは、小袋をしっかりと保持するのに十分高い。他の実施形態におい
て、サイドパネルの一対の切り離し線はトップパネルからボトムパネルまで互いに遠ざか
る方向に離間してボトムパネルに入り、ボトムパネルの大部分を通じて互いにほぼ平行で
あって、横に並んだディスペンサーそれぞれのディスペンサー底面までの前壁が、小袋表
面の広告及び情報をより多く消費者に見せるのに十分低くなるようにしている。
【０００６】
　このようなディスペンサーは横に並べて陳列されるように設計されるとともに出荷カー
トンのサイドパネルの単一の折り線によって互いにくっついているが、折り線に切れ目を
点在させて、ディスペンサー同士を互いから切り離して別個に陳列できるようにしてもよ
い。
【０００７】
　このような実施形態の両方に関して、出荷カートンは、小袋をしっかりと梱包して、カ
ートンを組み立てるのに用いられる材料を節約し、小袋の損傷防止に役立つしっかりと梱
包された出荷カートンを作り出すことができるよう、設計されている。このような小袋の
多くは、小袋頂部は小袋底部ほど製品が満杯ではないように組み立てられている。したが
って、このような実施形態の両方における小袋は交互に配置される方法で梱包され、互い
に向き合った列の小袋頂部同士がカートン中央で出会い、且つ互いに重なり合うようにな
っている。言い換えれば、小袋のうちのいくつかの底部はカートンの一方の端に隣接し、
他の小袋の底部はカートンの他方の端に隣接する。このような出荷カートンにおいて、２
列の小袋が梱包される。このように重なり合っているために、カートンの長さは小袋の長
さを２倍したものよりも短く、カートンの長さを小袋の長さを２倍したものよりもどれく
らい短くできるかは、小袋頂部近くでの充填の度合い及び小袋の構成によって決まる。小
袋頂部において小袋の長さの４分の１から２分の１が、隣接する小袋の対応する長さと重
なり合い得るので、出荷カートンの長さはおよそ小袋１個の長さから小袋１個の長さの１
．５倍までであり得る。
【０００８】
　本発明の他のシステム、方法、特徴、及び利点は以下の図面及び詳細な説明を検討すれ
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ば当業者には明白となろう。そのようなさらなるシステム、方法、特徴、及び利点はすべ
て、本説明に含まれ、本発明の範囲内であり、添付の特許請求の範囲によって保護される
、ということが意図される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　　［好ましい実施形態の詳細な説明］
　本発明は主に、飲料、わずかなキャンディー、その他トレイルミックス等のわずかな食
料品等を収容するのに用いるタイプの小袋とともに用いるよう意図されている。カートン
用のブランクは、板紙、段ボール、ｚフルート等、さまざまな基材から形成することがで
きる。
【００１０】
　本発明の本実施形態のブランク１０は、折り線１６によってサイドパネル１４Ａ及び１
４Ｂに取り付けられているトップフラップ１２Ａ及び１２Ｂを有し、サイドパネル１４Ａ
及び１４Ｂは折り線２０によってボトムパネル１８Ａ及び１８Ｂに取り付けられている。
ボトムパネル１８Ａ及び１８Ｂは折り線２４によってサイドパネル２２Ａ及び２２Ｂに取
り付けられており、今度は折り線２８によってトップフラップ２６Ａ及び２６Ｂに取り付
けられている。
【００１１】
　折り線３２によってトップフラップ１２Ａに取り付けられているトップエンドフラップ
３０と折り線３６によってトップフラップ１２Ｂに取り付けられているトップエンドフラ
ップ３４とを設けることによって、カートンの両端は閉じている。サイドエンドフラップ
３８は折り線３２によってサイドパネル１４Ａに取り付けられ、サイドエンドフラップ４
０は折り線３６によってサイドパネル１４Ｂに取り付けられている。ボトムエンドフラッ
プ４２は折り線３２によってボトムパネル１８Ａに取り付けられ、ボトムエンドフラップ
４４は折り線３６によってボトムパネル１８Ｂに取り付けられている。サイドエンドフラ
ップ４６は折り線３２によってサイドパネル２２Ａに取り付けられ、サイドエンドフラッ
プ４８は折り線３６によってサイドパネル２２Ｂに取り付けられている。
【００１２】
　当業者には、本発明のカートンは図１を縦方向に回転して見て水平に二等分する線に関
してほぼ対称である、ということが理解されよう。このように対称であると、本カートン
を効率的に生産する助けとなる。
【００１３】
　本発明の出荷カートンは、図１に示すようにブランクの折り線１６及び２０を折りトッ
プエンドフラップ３０、サイドエンドフラップ３８、及びボトムエンドフラップ４２を折
ることによって形成される。トップエンドフラップ３０、サイドエンドフラップ３８、及
びボトムエンドフラップ４２は互いに接着される。同時にトップエンドフラップ３４、サ
イドエンドフラップ４０、及びボトムエンドフラップ４４が内向きに折られるとともに互
いに接着されて、（図２に示すように）出荷カートン７５を形成する。好ましくはサイド
エンドフラップ３８及び４０はそれぞれトップエンドフラップ３０及びボトムエンドフラ
ップ４２並びにトップエンドフラップ３４及びボトムエンドフラップ４４を覆って重なり
合う位置に接着される。食品を収容している小袋７４Ａ～７４Ｈは、出荷容器７５がサイ
ドパネル１４Ａ及び１４Ｂを下にして置かれている間にその側面のうちの一方（好ましく
は前面８０）がボトムパネル１８Ａ及び１８Ｂに面した状態で出荷カートン７５に装填さ
れる。サイドパネル２２Ａ及び２２Ｂを折り線２４に沿って折り、トップフラップ２６Ａ
及び２６Ｂを折り線２８に沿って折ってトップフラップ１２Ａ及び１２Ｂに接着すること
によって、カートンが閉じられる。サイドエンドフラップ４６及び４８はそれぞれ折り線
３２及び３６に沿って折られそれぞれサイドエンドフラップ３８及び４０に接着される。
図２に示すように、出荷カートン７５はサイドパネル２２Ａ及び２２Ｂを下にして置いて
いる間に装填してもよい、ということが理解されるべきである。
【００１４】
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　小袋７４Ａ～７４Ｄは、その頂部７６が小袋７４Ｅ～７４Ｈの頂部と出荷カートン７５
の中央で出会い、且つ互いに重なり合うよう装填されている、ということが注意されよう
。これが行えるのは、小袋の頂部７６は通常、小袋の残りの部分ほど製品が満杯ではなく
、小袋７４Ａ～７４Ｈのそれぞれの前面８０から後面（図示せず）までの距離は頂部７６
のほうが底端７７Ｅよりも短いからである。小袋７４Ａ～７４Ｈの頂部７６がこのように
重なり合っているために、折り線３２と３６との間の長さＬは小袋７４Ａ～７４Ｈの長さ
Ｌ’を２倍したものよりもはるかに短くすることができる。小袋頂端の４分の１から２分
の１が、隣接する小袋の対応する距離と重なり合い得るので、カートンの長さＬはおよそ
小袋１個の長さＬ’から小袋の１個の長さＬ’の１．５倍までであり得る。この結果、出
荷カートン７５を組み立てるのに必要な材料が少なくなるので、出荷コストがかなり節約
される。小袋７４Ａ～７４Ｈの頂部７６がこのように交互に配置されることによってまた
、出荷カートン７５がよりしっかりと梱包される結果にもなり、それによって、出荷中に
カートン７５のすみずみまで（through）小袋７４Ａ～７４Ｈの損傷可能性が低くなる。
【００１５】
　図１から、ブランク１０にはサイドパネル２２Ａと２２Ｂとを分離するツインボックス
折り線５０が設けられている、ということが注意されよう。ツインボックス折り線５０は
、折り線２８から折り線２４に近い位置まで、又は完全に折り線２４まで延びている。ト
ップフラップ１２Ａと１２Ｂとの間には、互いに平行な切り離し線５２及び５４が設けら
れている。これらの切り離し線５２及び５４は切り離し線５６及び５８としてサイドパネ
ル１４Ａ及び１４Ｂ内へ延びている。切り離し線５６及び５８は互い離間するが、この離
間は折り線１６のところで始まり折り線２０まで及んでもよい。これらの切り離し線５６
及び５８はボトムパネル１８Ａ及び１８Ｂ内へ延び、折り線２０と２４との間の自らの長
さの大部分を通じて互いに平行であり、及び折り線３２、３６に対して平行である。これ
らの切り離し線６０及び６２はサイドパネル２２Ａ及び２２Ｂ内へ延び、ツインボックス
折り線５０の終わりで互いと出会う。これらの切り離し線６０及び６２は、折り線２４の
ところで出会ってもよく、ボトムパネル１８Ａ及び１８Ｂにおける折り線２４の近くで出
会ってもよい。オープンフラップ（opening flap）６６用のスタートフラップ（starting
 flap）７０を設けるための折り線６８を設けて、スタートフラップ７０をつかみやすく
してもよい。切り離し線６０及び６２を切断線６４に変えて、オープンフラップ６６を開
きやすくしてもよい。
【００１６】
　出荷カートン７５は、スタートフラップ７０をつかんで切り離し線６０、６２、５６、
５８、５２及び５４に沿って折り線２８までオープンフラップ６６を完全に破ることによ
って開けることができる。折り線２８において、オープンフラップ６６はツインボックス
折り線５０と出会う。図２に示すように、このオープンフラップ６６は出荷カートン７５
から取り外すことができる。
【００１７】
　次に出荷カートン７５をツインボックス折り線５０に沿って折り、図３に示すようにツ
イン棚ディスペンサー（twin shelf dispensers）７２Ａ及び７２Ｂにすることができる
。図３において小袋７４は、それぞれの小袋７４の頂部７６が陳列目的及び分配に適切な
位置に配置された状態で、直立した向きで陳列されている。棚ディスペンサー７２Ａの底
部７８は、トップエンドフラップ３０、サイドエンドフラップ３８、ボトムエンドフラッ
プ４２、及びサイドエンドフラップ４６によって形成されている。棚ディスペンサー７２
Ｂの底部（図示せず）は、ブランク１０の対応するエンドフラップから形成される。
【００１８】
　切り離し線６０は折り線３２の近くに配置されているので、小袋７４の前面８０の大部
分が広告及び識別の目的のために見えるようにされている、ということが注意されよう。
これによってまた、消費者が小袋７４を取り出しやすくなる。これらの棚ディスペンサー
７２Ａ及び７２Ｂは、消費者が利用しやすいように、店舗の棚で横に並んで陳列されるよ
う設計されている。棚ディスペンサー７２Ａ及び７２Ｂは、棚ディスペンサー７２Ａが棚
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ディスペンサー７２Ｂにくっついている唯一の場所であるツインボックス折り線５０を切
ることによって、互いから切り離すことができる。棚ディスペンサー７２Ａと７２Ｂとを
分離しやすくするために、ツインボックス折り線５０を切り離し線として構成してもよい
。
【００２６】
　図面から、それぞれの実施形態から形成されるツイン棚ディスペンサー同士は互いに同
一である、ということが注意されよう。それぞれの実施形態から形成されるセルフディス
ペンサーは、所望であれば、折り線及び切り離し線の配置によって互いに大きさ及び構成
が異なるようにして所望の目的を達成してもよい、ということが理解されるべきである。
【００２７】
　本発明をその好ましい形態において開示したが、添付の特許請求の範囲において規定す
る本発明及びその均等物の精神及び範囲から逸脱することなく、本発明に多くの変更、追
加、及び削除を行うことができるということが、当業者には明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】小袋用の複合化した出荷カートン及びツイン棚ディスペンサーがそこから形成さ
れる、本発明の一実施形態のブランクの平面図である。
【図２】出荷カートンを、小袋を陳列するとともに分配するためのツイン棚ディスペンサ
ーに転用するために、そこからオープンフラップを取り外した、図１のブランクから製造
される本発明の出荷カートンの斜視図である。
【図３】折って、ディスペンサー内に示す小袋を陳列するとともに分配するツイン棚ディ
スペンサーにした、図２の出荷カートンの斜視図である。

【図１】 【図２】
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