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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】絵画の表現及びユーザの作品制作体験を満足さ
せる絵具箱を提供する。
【解決手段】絵具箱１０は、箱本体１００と蓋体２００
と絵具トレイ３００とを含む。箱本体は、底部１２０と
囲壁１４０とを含み、底部と囲壁とが収容空間１５０を
定め、少なくとも一つの絵具を収容する。蓋体は、箱本
体に分離／合体可能に設けられ、箱本体に対し閉鎖状態
と開放状態と分離状態とを有する。絵具トレイは、箱本
体に分離可能に設けられ、箱本体に対し収納状態と離脱
状態とを有し、少なくとも一つの絵具を載せる。絵具ト
レイが収納状態にあると共に、蓋体が閉鎖状態にある場
合には、絵具トレイが箱本体と蓋体との間に設けられる
。絵具トレイが収納状態にある場合には、蓋体が箱本体
に対し開放又は分離して絵具トレイの少なくとも一つの
絵具を露出する。絵具トレイが離脱状態にある場合には
、蓋体が箱本体に対し開放又は分離して箱本体における
少なくとも一つの絵具を露出する。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　底部と囲壁とを含み、前記底部と前記囲壁とが収容空間を定め、少なくとも一つの絵具
を収容する箱本体と、
　前記箱本体に分離／合体可能に設けられ、前記箱本体に対し閉鎖状態と開放状態と分離
状態とを有する蓋体と、
　前記箱本体に分離可能に設けられ、前記箱本体に対し収納状態と離脱状態とを有し、少
なくとも一つの絵具を載せる絵具トレイと、を含み、
　前記絵具トレイが前記収納状態にあると共に、前記蓋体が前記閉鎖状態にある場合には
、前記絵具トレイが前記箱本体と前記蓋体との間に設けられ、
　前記絵具トレイが前記収納状態にある場合には、前記蓋体が前記箱本体に対し開放又は
分離して前記絵具トレイの前記少なくとも一つの絵具を露出し、
　前記絵具トレイが前記離脱状態にある場合には、前記蓋体が前記箱本体に対し開放又は
分離して前記箱本体における前記少なくとも一つの絵具を露出する、
　絵具箱。
【請求項２】
　前記蓋体は、更に前記箱本体の第一側に旋回可能に設けられ、前記閉鎖状態と前記開放
状態との間で旋回する
　ことを特徴とする請求項１に記載の絵具箱。
【請求項３】
　前記箱本体は、前記第一側に設けられる第一枢接部を更に有し、
　前記蓋体は、前記第一枢接部に対応する第二枢接部を有し、
　前記第二枢接部と前記第一枢接部とは、分離可能に接続され、
　前記第二枢接部が前記第一枢接部と分離される場合には、前記蓋体が前記分離状態にあ
る
　ことを特徴とする請求項２に記載の絵具箱。
【請求項４】
　前記収容空間内には、更に第一囲繞壁が設けられ、
　前記第一囲繞壁は、前記第一側の相対側である、前記箱本体の第二側で第一収容槽を仕
切る
　ことを特徴とする請求項２に記載の絵具箱。
【請求項５】
　前記収容空間内には、更に複数個の第二囲繞壁が設けられ、
　前記第二囲繞壁は、前記収容空間を複数個の第二収容槽に仕切って複数個の絵具を収容
する
　ことを特徴とする請求項４に記載の絵具箱。
【請求項６】
　前記蓋体は、前記蓋体の内部表面に設けられる、少なくとも一つの凸リブを更に有し、
　前記少なくとも一つの凸リブは、前記内部表面を複数個の区域に仕切る
　ことを特徴とする請求項１に記載の絵具箱。
【請求項７】
　前記絵具トレイは、前記箱本体の第二側に対応する凹縁を更に有し、
　前記絵具トレイが前記箱本体に置かれる場合には、前記凹縁と前記囲壁とが、開口部を
形成して前記収容空間の少なくとも一部を露出する
　ことを特徴とする請求項１に記載の絵具箱。
【請求項８】
　前記絵具トレイは、複数個の絵具を収容する複数個の凹部を更に含み、
　前記絵具トレイが前記箱本体に置かれる場合には、前記凹部が前記箱本体の前記収容空
間に位置する
　ことを特徴とする請求項１に記載の絵具箱。
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【請求項９】
　前記絵具トレイは、前記絵具トレイが前記箱本体に置かれるための、少なくとも一つの
支持部を更に有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の絵具箱。
【請求項１０】
　前記絵具トレイが前記収納状態にある場合には、前記絵具トレイが前記支持部により前
記箱本体の前記底部に置かれる
　ことを特徴とする請求項９に記載の絵具箱。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、収納箱に関し、特に絵具及び絵画の道具の収納箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　水彩画には、絵画の創作を完成させるため、一般に画用紙以外に、絵具、画筆及び適切
な調色空間が必要である。固定の作品制作場所は、ユーザにとって前述した絵具及び絵画
の道具を置くことに便利である。しかし、多くの場合、ユーザには絵画の道具を持ち運ぶ
、及び異なる場所で作品制作をするニーズがある。また、絵具及び絵画の道具の収納にも
デザイン及び創意工夫がまれにある。絵画の表現及びユーザの作品制作体験を満足させる
ため、本考案は絵具箱を提案する。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
　本考案は、限られた空間を利用して複数種類の色の絵具を収納する、持ち運び及び作品
制作に便利な絵具箱を提供する。
【０００４】
　本考案は、絵画の道具としても使用できる、絵画の道具が収納できる、様々な機能を有
する、持ち運びに便利な絵具箱を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の１つ、一部又は全部の目的又はその他の目的を達成するため、本考案が提供する
絵具箱は、箱本体と蓋体と絵具トレイとを含む。箱本体は、底部と囲壁とを含み、底部と
囲壁とが収容空間を定め、少なくとも一つの絵具を収容する。蓋体は、箱本体に分離／合
体可能に設けられ、箱本体に対し閉鎖状態と開放状態と分離状態とを有する。絵具トレイ
は、箱本体に分離可能に設けられ、箱本体に対し収納状態と離脱状態とを有し、少なくと
も一つの絵具を載せる。絵具トレイが収納状態にあると共に、蓋体が閉鎖状態にある場合
には、絵具トレイが箱本体と蓋体との間に設けられる。絵具トレイが収納状態にある場合
には、蓋体が箱本体に対し開放又は分離して絵具トレイの少なくとも一つの絵具を露出す
る。絵具トレイが離脱状態にある場合には、蓋体が箱本体に対し開放又は分離して箱本体
における少なくとも一つの絵具を露出する。
【考案の効果】
【０００６】
　本考案では、絵具トレイは、箱本体に分離可能に設けられ、且つ箱本体に対し収納状態
と離脱状態とを有するため、絵具箱の体積を減らすことができ、更に箱本体と共に限られ
た空間内に複数種類の色の絵具を収納することができる。本考案では、蓋体は、箱本体に
分離／合体可能に設けられ、且つ箱本体に対し分離状態を有するため、単独に絵画の道具
として使用できる。従って、本考案の絵具箱は、絵具収納以外の機能を有する。
【０００７】
　本考案の上記及びその他の目的、特徴、及び利点をより分かりやすくするため、下記に
おいては、実施例を挙げ、添付の図面と合わせ、下記のように詳しく説明する。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本考案の一つの実施例の絵具箱を示す立体図である。
【図２】図１に示す実施例の他の態様を示す立体図である。
【図３】図１に示す実施例の更なる態様を示す立体図である。
【図４】図１に示す実施例の更なる態様を示す立体図である。
【考案を実施するための形態】
【０００９】
　本考案に関する上記及びその他の技術内容、特徴、及び効果は、下記において図面にお
ける一つの好ましい実施例を参照する詳しい説明と合わせることにより、明確に呈するこ
とができる。下記の実施例で使用される方向用語、例えば上、下、左、右、前又は後等は
、添付の図面の方向を参照するのみである。そのため、使用される方向用語は、本考案を
説明することに用いられ、本考案を制限するものではない。
【００１０】
　図１～３は、本考案の一つの実施例の絵具箱を示す立体図である。図１に示すように、
絵具箱１０は、箱本体１００と蓋体２００と絵具トレイ３００とを含む。箱本体１００は
、底部１２０と囲壁１４０とを含み、底部１２０と囲壁１４０とが収容空間１５０を定め
、少なくとも一つの絵具を収容する。蓋体２００は、箱本体１００に分離／合体可能に設
けられ、箱本体１００に対し閉鎖状態と開放状態と分離状態とを有する。図１～３は、そ
れぞれ蓋体２００が開放状態、分離状態、又は閉鎖状態にあることを示す図である。絵具
トレイ３００は、箱本体１００に分離可能に設けられ、箱本体１００に対し収納状態と離
脱状態とを有し、少なくとも一つの絵具を載せる。図１～２に示す絵具トレイ３００は、
両方とも離脱状態にある。絵具トレイ３００が離脱状態にある場合には、蓋体２００が箱
本体１００に対し開放又は分離して箱本体１００における少なくとも一つの絵具を露出す
ることができる。箱本体１００と絵具トレイ３００とも絵具を収容する／載せることに用
いられるため、本実施例の絵具箱１０は、複数種類の色の絵具を収納することができる。
従って、作品制作の便利性が向上し、色が完備であり、更により良い絵画の効果を呈する
ことに役立つ。
【００１１】
　下記において箱本体１００、蓋体２００及び絵具トレイ３００の構造につき更に説明す
る。図１～３に示すように、本実施例は旋回装置４００を更に含む。旋回装置４００は、
箱本体１００の片側、例えば第一側Ａ１に、蓋体２００を旋回可能に設けさせ、蓋体２０
０を閉鎖状態と開放状態との間で旋回させることができる。しかし、これに限られるもの
ではない。例えば、蓋体２００は、箱本体１００上にスライド可能に設けられ、閉鎖状態
と開放状態との間で箱本体１００に対しスライドすることができる。
【００１２】
　旋回装置４００は、第一枢接部４１０と第二枢接部４２０とを更に含むことが可能であ
る。第一枢接部４１０は、箱本体１００の第一側Ａ１に設けられる。第二枢接部４２０は
、第一枢接部４１０に対応し、蓋体２００に設けられ、分離可能に第一枢接部４１０と互
いに接続される。図２に示すように、第一枢接部４１０は、例えば軸穴を含むことが可能
であり、第二枢接部４２０は、例えばピボットであることが可能である。ピボットは、軸
穴に設けられることにより、軸穴に回転できる。例えば、第一枢接部４１０は、前記軸穴
と連通する切欠きを更に有する。従って、第二枢接部４２０は、切欠きにより軸穴に旋回
可能に設けられる。蓋体２００の旋回と、蓋体２００の箱本体１００に対する角度とに応
じ、第一枢接部４１０は、第二枢接部４２０が軸穴から外れるか否かに影響することがで
き、蓋体２００が箱本体１００と枢接すること、及び蓋体２００が閉鎖状態と開放状態と
の間で旋回することを維持する。逆に、蓋体２００は、箱本体１００に対し適切な角度、
例えば９０度に、旋回できて第二枢接部４２０を軸穴から外すことにより分離状態になる
。
【００１３】
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　箱本体１００は、収容空間１５０内に設けられる第一囲繞壁１６０を更に含むことが可
能である。第一囲繞壁１６０は、第一側Ａ１の相対側、例えば第二側Ａ２に位置し、底部
１２０の内部表面から上向きに延びることが可能であり、且つ収容空間１５０内に第二側
Ａ２に近接する第一収容槽１７０を仕切る。しかし、これに限られるものではない。第一
囲繞壁１６０も、両端がそれぞれ囲壁１４０と接続して第一収容槽１７０を仕切ることが
可能である。蓋体２００が旋回して開放されている場合には、第一収容槽１７０を露出す
ることができる。好ましくは、第一収容槽１７０は、長い空間であり、且つ絵画の道具又
は画筆を収容することに適する。前記画筆は、作品制作用画筆、例えば鉛筆、水彩ペン、
水筆を含むが、これに限られるものではない。第一囲繞壁１６０の高さは、好ましくは、
囲壁１４０の高さを超えない。
【００１４】
　箱本体１００は、収容空間１５０内に設けられる複数個の第二囲繞壁１８０を更に含む
ことが可能である。前記第二囲繞壁１８０は、底部１２０の内部表面から上向きに延びる
ことが可能であり、且つ収容空間１５０を複数個の第二収容槽１９０に仕切って複数個の
絵具を収容する。前記絵具は、例えばブロック状絵具、ペースト状絵具であることが可能
であるが、これらに限られるものではない。絵具は、絵具箱１０と共に付いてきたもので
あってもよく、ユーザにより充填されたものであってもよい。例えば、箱本体１００は、
複数個の絵具を更に含んで前記第二収容槽１９０にそれぞれ充填されることが可能であり
、前記絵具は、例えばケーキカラーの形式である。前記第二収容槽１９０は、異なるサイ
ズを有して異なる使用量の各種類の色の絵具と合わせることができる。第二囲繞壁１８０
の高さは、好ましくは、囲壁１４０の高さを超えないことである。例えば、囲壁１４０の
高さは、第二囲繞壁１８０又は第一囲繞壁１６０の二倍の高さ以上である。
【００１５】
　蓋体２００は、頂壁２２０を含み、且つ好ましくは、囲壁２４０を更に含む。頂壁２２
０と囲壁２４０とは、空間を定める。囲壁２４０は、更に頂壁２２０に対し傾斜して蓋体
２００をやや皿状に呈させることが可能である。本実施例の蓋体２００は、開放状態又は
分離状態で更に調色板とすることができる。図１～２に示すように、頂壁２２０の内部表
面は、少なくとも一つの凸リブ２２５を更に有し、且つ異なる調色ニーズに応じるため、
少なくとも一つの凸リブ２２５が交錯して頂壁２２０の内部表面を複数個の領域、例えば
Ｃ１～Ｃ９に仕切る。本実施例において、蓋体２００は、留め具２５０を更に含み、且つ
箱本体１００は、好ましくは、留め部１４５を有して留め具２５０に対応する。蓋体２０
０と箱本体１００とが閉鎖状態にある場合、それらの間には、更に留め具２５０と留め部
１４５とにより互いに固定することができる。
【００１６】
　図４は、図１～３に示す実施例の他の態様を示す立体図であり、且つ図４に示す絵具ト
レイ３００は、収納状態になっている。図４に示すように、絵具トレイ３００の周縁は、
囲壁１４０により囲まれた形状に互いに対応することが可能である。しかし、これに限ら
れるものではない。その他の実施態様において、絵具トレイ３００は、更に囲壁１４０の
上面１４１に重なって置かれることが可能である（図示しない）。理解すべきは、絵具ト
レイ３００が囲壁１４０上に重なって置かれることは、その周縁の形状が箱本体１００の
形状に互いに対応することを前提としていない。
【００１７】
　図１～２、４に示すように、絵具トレイ３００は、凹縁３０１を更に有する。絵具トレ
イ３００が収納状態にある場合には、好ましくは、凹縁３０１の片側が箱本体１００の第
二側Ａ２に対応する設置を有する。凹縁３０１は、ユーザが絵具トレイ３００を取るため
の把持部とすることができる一方、第二側Ａ２に囲壁１４０と開口部Ｐを形成して収容空
間１５０の少なくとも一部を露出することができる。本実施例では、凹縁３０１及び開口
部Ｐの形状は、更に第一収容槽１７０の形状に互いに対応する。例えば、凹縁３０１が長
細くて浅い凹みであることにより、形成された開口部Ｐは、長細い形状であり、第一収容
槽１７０に対応する。しかし、これに限られるものではない。好ましくは、開口部Ｐの範
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囲は、第一収容槽１７０を含む。絵具トレイ３００が箱本体１００に置かれる場合、開口
部Ｐは、少なくとも収容空間１５０の第一収容槽１７０を露出してユーザが画筆を置く／
取ることができる。
【００１８】
　理解すべきは、把持部とする、及び第一収容槽１７０を露出する標的は、絵具トレイ３
００の凹縁３０１に限られるものではない。その他の実施例では、絵具トレイ３００は、
その本体３２０に第一収容槽１７０に対応する貫通孔（図示しない）を形成することも可
能である。前記貫通孔の機能は、開口部Ｐに相当する。絵具トレイ３００の本体３２０に
貫通孔を有する一つの実施例では、絵具トレイ３００の周縁の形状は、囲壁１４０により
囲まれた形状に対応する。
【００１９】
　本実施例の絵具トレイ３００は、少なくとも一つの支持部３４０を更に有する。少なく
とも一つの支持部３４０は、絵具トレイ３００の下側に設けられることが可能であり、且
つ好ましくは、絵具トレイ３００が収容空間１５０内に置かれることに用いられる。一つ
の実施態様において、支持部３４０は、概ね本体３２０の周縁に沿って絵具トレイ３００
の下側に設けられる。
【００２０】
　絵具トレイ３００が収納状態にある場合、少なくとも一つの支持部３４０は、収容空間
１５０内に底部１２０へ伸び、且つ底部１２０に絵具トレイ３００を立たせることができ
る。絵具トレイ３００の本体３２０及び支持部３４０は、収容空間１５０内に完全に収納
することが可能であるが、これに限られるものではない。本体３２０は、収容空間１５０
外に露出することも可能であり、更に囲壁１４０の上面１４１に重なって置かれることも
可能である。一つの実施態様において、支持部３４０も、囲壁１４０と接触することに用
いられて絵具トレイ３００を箱本体１００に対し上面１４１上に固定させる。
【００２１】
　絵具トレイ３００は、複数個の絵具を収容する複数個の凹部３３０を更に含む。その中
で、凹部３３０は、絵具トレイ３００の本体３２０から下へ凹んで形成されることが可能
である。しかし、これに限られるものではない。前記絵具は、例えば、ブロック状絵具、
ペースト状絵具であることが可能であるが、これらに限られるものではない。絵具は、絵
具箱１０と共に付いてきたものであってもよく、ユーザにより充填されたものであっても
よい。例えば、絵具トレイ３００は、前記凹部３３０にそれぞれ充填される複数個の絵具
を更に含むことが可能であり、前記絵具は、例えばケーキカラーの形式である。凹部３３
０の深さは、やや第二囲繞壁１８０又は第一囲繞壁１６０に相当することが可能であるが
、これに限られるものではない。絵具トレイ３００が収納状態にある場合、凹部３３０の
壁は、下へ突き出ると共に、箱本体１００の収容空間１５０に位置する。その他の実施例
において、絵具トレイ３００は、本体３２０から上向きに延びて収容槽（図示しない）を
形成して絵具を収容する。
【００２２】
　図４に示すように、絵具トレイ３００が収納状態にある場合、蓋体２００は、箱本体１
００に対し開放又は分離して絵具トレイ３００の少なくとも一つの絵具を露出することが
できる。ユーザは、作品制作ニーズに応じ、絵具トレイ３００の収納状態で絵具トレイ３
００における絵具を取って使用することができ、絵具トレイ３００の離脱状態で箱本体１
００、絵具トレイ３００における絵具を取って使用することもできる。その中で、絵具ト
レイ３００が収納状態であれ離脱状態であれ、ユーザは、第一収容槽１７０から画筆を取
得することができる。本考案は、絵具トレイ３００が箱本体１００に収納できるため、体
積の減少に役立ち、持ち運びに便利である。また、蓋体２００が箱本体１００から分離で
きるため、ユーザは、更に作品制作習慣に応じ蓋体２００を操作して容易に調色すること
ができる。
【００２３】
　本考案は、実施例で上述のように開示されたが、それが本考案を限定するものではない
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。本考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者は、本考案の精神及び範囲を
逸脱することなく、幾つかの変更及び修飾を加えることができる。そのため、本考案の保
護範囲は、添付の実用新案登録請求の範囲により定義される。
【符号の説明】
【００２４】
１０　　　：絵具箱
１００　　：箱本体
１２０　　：底部
１４０　　：囲壁
１４１　　：上面
１４５　　：留め部
１５０　　：収容空間
１６０　　：第一囲繞壁
１７０　　：第一収容槽
１８０　　：第二囲繞壁
１９０　　：第二収容槽
２００　　：蓋体
２２０　　：頂壁
２２５　　：凸リブ
２４０　　：囲壁
２５０　　：留め具
３００　　：絵具トレイ
３０１　　：凹縁
３２０　　：本体
３３０　　：凹部
３４０　　：支持部
４００　　：旋回装置
４１０　　：第一枢接部
４２０　　：第二枢接部
Ａ１　　　：第一側
Ａ２　　　：第二側
Ｃ１～Ｃ９：領域
Ｐ　　　　：開口部



(8) JP 3228232 U 2020.10.15

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

