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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一面が開口しており、画材を収容する収容箱と、一面に調色部を有し、他面にて前記収
容箱の開口を覆うパレットとを有するパレット付き画材入れと、
　水入れと、
　該水入れを起立させて保持する保持部と、
　前記パレット付き画材入れ、水入れ及び保持部を収容する筐体と
　を備え、
　前記パレット付き画材入れ、水入れ及び保持部それぞれの厚さ寸法は、前記筐体の厚さ
寸法に等しくなるように設定されており、
　前記パレット付き画材入れ、水入れ及び保持部全てを前記筐体に収容した場合に、前記
パレット付き画材入れ、水入れ及び保持部における縦寸法の合計及び横寸法の合計は、前
記筐体の縦寸法及び横寸法に等しくなるように設定されていること
　を特徴とする画材セット。
【請求項２】
　一面が開口しており、画材を収容する収容箱と、一面に調色部を有し、他面にて前記収
容箱の開口を覆うパレットとを有するパレット付き画材入れと、
　水入れと、
　該水入れを起立させて保持する保持部と、
　画材を収容するケースと、
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　前記パレット付き画材入れ、水入れ、保持部及びケースを収容する筐体と
　を備え、
　前記パレット付き画材入れ、水入れ、保持部及びケースそれぞれの厚さ寸法は、前記筐
体の厚さ寸法に等しくなるように設定されており、
　前記パレット付き画材入れ、水入れ、保持部及びケース全てを前記筐体に収容した場合
に、前記パレット付き画材入れ、水入れ、保持部及びケースにおける縦寸法の合計及び横
寸法の合計は、前記筐体の縦寸法及び横寸法に等しくなるように設定されていること
　を特徴とする画材セット。
【請求項３】
　前記パレット付き画材入れは、
　前記開口又は他面の縁部の一方から他方に向けて突出した突出部と、
　前記他方に設けられており、前記突出部が嵌合する凹部と
　を備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の画材セット。
【請求項４】
　前記水入れの縦寸法及び横寸法はポケットティッシュの縦寸法及び横寸法にそれぞれ対
応していること
　を特徴とする請求項１から３のいずれか一つに記載の画材セット。
【請求項５】
　前記保持部は一面が開口した箱状をなし、
　前記保持部の内側面に前記水入れを保持するための突起が設けられていること
　を特徴とする請求項１から４のいずれか一つに記載の画材セット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の画材を備える画材セットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、上面が開口した筆洗容器と、前記開口を覆い、絵の具箱を収容する蓋ケースとを
備える画材セット携帯具が提案されている（例えば特許文献１参照）。筆洗容器には、筆
又はパレットが収容され、蓋ケースには絵の具箱が収容される。画材セット携帯具には紐
又はベルトが取り付けられ、画材セット携帯具はユーザの肩に掛けて運ばれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平３－６４８００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし筆洗容器及び蓋ケースは依然として大型であり、画材セット携帯具の運搬はユー
ザにとって負荷が大きい。
【０００５】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、小型化を促進する画材セットを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る画材セットは、一面が開口しており、画材を収容する収容箱と、一面に調
色部を有し、他面にて前記収容箱の開口を覆うパレットとを有するパレット付き画材入れ
と、水入れと、該水入れを起立させて保持する保持部と、前記パレット付き画材入れ、水
入れ及び保持部を収容する筐体とを備え、前記パレット付き画材入れ、水入れ及び保持部
それぞれの厚さ寸法は、前記筐体の厚さ寸法に等しくなるように設定されており、前記パ



(3) JP 6231527 B2 2017.11.15

10

20

30

40

50

レット付き画材入れ、水入れ及び保持部全てを前記筐体に収容した場合に、前記パレット
付き画材入れ、水入れ及び保持部における縦寸法の合計及び横寸法の合計は、前記筐体の
縦寸法及び横寸法に等しくなるように設定されていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明においては、パレット付き画材入れ、水入れ及び保持部の厚さ寸法、縦寸法及び
横寸法が、筐体の厚さ寸法、縦寸法及び横寸法に応じて設定されており、パレット付き画
材入れ、水入れ及び保持部が筐体に収容された場合に、筐体内には余分な空間が存在しな
い。またパレット付き画材入れ、水入れ及び保持部の筐体内におけるレイアウトをユーザ
は好みに応じて変更することができる。
　また収容箱の開口をパレットによって覆うので、パレット及び収容箱が一体化され、パ
レット及び収容箱を個別に製造する場合に比べて、小型になる。ユーザはパレット及び収
容箱を個別に持つ必要がなくなる。
【００１２】
　本発明に係る画材セットは、一面が開口しており、画材を収容する収容箱と、一面に調
色部を有し、他面にて前記収容箱の開口を覆うパレットとを有するパレット付き画材入れ
と、水入れと、該水入れを起立させて保持する保持部と、画材を収容するケースと、前記
パレット付き画材入れ、水入れ、保持部及びケースを収容する筐体とを備え、前記パレッ
ト付き画材入れ、水入れ、保持部及びケースそれぞれの厚さ寸法は、前記筐体の厚さ寸法
に等しくなるように設定されており、前記パレット付き画材入れ、水入れ、保持部及びケ
ース全てを前記筐体に収容した場合に、前記パレット付き画材入れ、水入れ、保持部及び
ケースにおける縦寸法の合計及び横寸法の合計は、前記筐体の縦寸法及び横寸法に等しく
なるように設定されていることを特徴とする。
【００１３】
　本発明においては、パレット付き画材入れ、水入れ、保持部及びケースの厚さ寸法、縦
寸法及び横寸法が、筐体の厚さ寸法、縦寸法及び横寸法に応じて設定されており、パレッ
ト付き画材入れ、水入れ、保持部及びケースが筐体に収容された場合に、筐体内には余分
な空間が存在しない。またパレット付き画材入れ、水入れ、保持部及びケースの筐体内に
おけるレイアウトをユーザは好みに応じて変更することができる。
　また収容箱の開口をパレットによって覆うので、パレット及び収容箱が一体化され、パ
レット及び収容箱を個別に製造する場合に比べて、小型になる。ユーザはパレット及び収
容箱を個別に持つ必要がなくなる。
　本発明に係る画材セットは、前記パレット付き画材入れは、前記開口又は他面の縁部の
一方から他方に向けて突出した突出部と、前記他方に設けられており、前記突出部が嵌合
する凹部とを備えることを特徴とする。
　本発明においては、パレット及び収容箱を組み合わせた場合に、突出部は凹部に嵌合し
、両者は円滑に一体化され、また運搬時におけるパレット及び収容箱のガタつきが防止さ
れる。
【００１４】
　本発明に係る画材セットは、前記水入れの縦寸法及び横寸法はポケットティッシュの縦
寸法及び横寸法にそれぞれ対応していることを特徴とする。
【００１５】
　本発明においては、ポケットティッシュを水入れに挿入し、水入れと共に運搬すること
ができる。
【００１６】
　本発明に係る画材セットは、前記保持部は一面が開口した箱状をなし、前記保持部の内
側面に前記水入れを保持するための突起が設けられていることを特徴とする。
【００１７】
　本発明においては、突起によって水入れを起立させる。
【発明の効果】
【００１８】
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　本発明に係る画材セットにあっては、収容箱の開口をパレットによって覆うので、パレ
ット及び収容箱が一体化され、パレット及び収容箱を個別に製造する場合に比べて、小型
になる。またユーザはパレット及び収容箱を個別に持つ必要がなくなり、携帯性が向上す
る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実施の形態１に係る画材セットを略示する斜視図である。
【図２】パレット付き筆入れを略示する斜視図である。
【図３】収容箱を略示する平面図である。
【図４】収容箱を略示する側面図である。
【図５】パレットカバーを開いた状態を略示するパレット付き筆入れの平面図である。
【図６】図５に示すＶＩ－ＶＩ線を切断線とした断面図である。
【図７】図５に示すＶＩＩ－ＶＩＩ線を切断線とした断面図である。
【図８】図６に示すＶＩＩＩ線で囲った部分の拡大図である。
【図９】図５に示すＩＸ－ＩＸ線を切断線とした断面図である。
【図１０】第１水入れを略示する正面図である。
【図１１】図１０に示すＸＩ－ＸＩ線を切断線とした断面図である。
【図１２】第２水入れを略示する正面図である。
【図１３】図１２に示すＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線を切断線とした断面図である。
【図１４】保持部を略示する平面図である。
【図１５】図１４に示すＸＶ－ＸＶ線を切断線とした断面図である。
【図１６】第１ケースを略示する平面図である。
【図１７】図１６に示すＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線を切断線とした断面図である。
【図１８】第２ケースを略示する平面図である。
【図１９】図１８に示すＸＩＸ－ＸＩＸ線を切断線とした断面図である。
【図２０】実施の形態２に係る画材セットを略示する斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　（実施の形態１）
　以下本発明を実施の形態１に係る画材セット１を示す図面に基づいて説明する。図１は
画材セット１を略示する斜視図である。
【００２１】
　画材セット１は筐体２を備え、筐体２は、偏平な直方体状をなし、一面に開口を有する
キャビネット３と、該キャビネット３に連結板４を介して連結しており、前記開口を覆う
蓋５とを備える。以下の説明において、筐体２を平置きにした場合における筐体２の長手
方向の寸法を縦寸法といい、長手方向に直交する方向の寸法を横寸法という。
【００２２】
　キャビネット３は、矩形の底面板３ａと、該底面板３ａの短辺それぞれから略直角に突
出した第１側面板３ｂと、底面板３ａの一方の長辺から略直角に突出した第２側面板３ｃ
と、底面板３ａの他方の長辺から略直角に突出した二つの第３側面板３ｅとを備える。
【００２３】
　第１側面板３ｂは、底面板３ａの短辺に平行な方向を長手方向とした矩形をなす。第２
側面板３ｃは、底面板３ａの一方の長辺に平行な方向を長手方向とした矩形をなす。第２
側面板３ｃの両端部は第１側面板３ｂの一端部に連結している。第３側面板３ｅは、底面
板３ａの他方の長辺に平行な方向を長手方向とした矩形をなす。第３側面板３ｅの長手方
向中央部には開口３ｆが設けられており、第３側面板３ｅは該開口３ｆによって分断され
ている。分断された第３側面板３ｅはそれぞれ、二つの第１側面板３ｂの他端部に連結し
ている。第１側面板３ｂ～第３側面板３ｅの短辺寸法（筐体２の厚さ寸法）は略同じであ
る。
【００２４】
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　第２側面板３ｃには、後述する被係止部５ｃに係止する係止部３ｄが設けられている。
係止部３ｄは、第２側面板３ｃから外向きに突出しており、その基端部を支点にして回動
することができる。
【００２５】
　蓋５は、矩形の天面板５ａと、該天面板５ａの一方の長辺及び二つの短辺から略直角に
突出した周壁５ｂとを備える。天面板５ａの長辺及び短辺の寸法（縦及び横寸法）は、底
面板３ａの長辺及び短辺の寸法と略同じである。天面板５ａの他方の長辺と底面板３ａの
他方の長辺とが連結板４を介して連結している。天面板５ａの一方の長辺側において、周
壁５ｂに、係止部３ｄに対応した被係止部５ｃが設けられている。被係止部５ｃは周壁５
ｂから外向きに突出している。
【００２６】
　天面板５ａ及び底面板３ａは、連結板４との連結部分において折り曲げ可能に構成され
ており、蓋５をキャビネット３の上側に被せることができる。蓋５をキャビネット３に被
せて、係止部３ｄを被係止部５ｃに係止させることによって、蓋５はキャビネット３に取
り付けられる。
【００２７】
　キャビネット３の内側には、パレット付き筆入れ１０（パレット付き画材入れ）と、第
１水入れ２０と、第２水入れ３０と、第１水入れ２０及び第２水入れ３０を起立させて保
持する保持部４０と、画材を収容する第１ケース５０及び第２ケース６０とが収容されて
いる。第１水入れ２０及び第２水入れ３０は横倒しの状態（起立していない状態）でキャ
ビネット３に収容されている。なおパレット付き筆入れ１０、保持部４０、第１ケース５
０又は第２ケース６０は、逆さまの状態で収容されてもよい。
【００２８】
　図２は、パレット付き筆入れ１０を略示する斜視図、図３は、収容箱１１を略示する平
面図、図４は、収容箱１１を略示する側面図である。パレット付き筆入れ１０は、一面が
開口した筆を収容する矩形の収容箱１１と、一面に調色部１４を有し、他面にて前記収容
箱１１の開口１１ｅを覆う矩形のパレット１２と、該パレット１２の一面を覆うパレット
カバー１９とを備える。パレットカバー１９は、ヒンジ１８を介してパレット１２の一方
の長辺部分に回動可能に連結している。
【００２９】
　収容箱１１は、矩形の底面部１１ａと、該底面部１１ａの周縁部全体から略直角に突出
した環状の周壁部１１ｂとを備える。周壁部１１ｂの突出端部によって開口１１ｅが形成
されている。前記突出端部の内側部分から環状のリブ１１ｃ（突出部）が突出している。
底面部１１ａには、長手方向に平行な仕切り板１１ｄが設けられている。仕切り板１１ｄ
は底面部１１ａから略直角に突出しており、底面部１１ａの両短辺の中央部同士を連結す
るように、長手方向に延びている。
【００３０】
　図５は、パレットカバー１９を開いた状態を略示するパレット付き筆入れ１０の平面図
、図６は、図５に示すＶＩ－ＶＩ線を切断線とした断面図、図７は、図５に示すＶＩＩ－
ＶＩＩ線を切断線とした断面図、図８は、図６に示すＶＩＩＩ線で囲った部分の拡大図、
図９は、図５に示すＩＸ－ＩＸ線を切断線とした断面図である。
【００３１】
　パレット１２は、矩形の浅皿状をなす本体１３を備える。該本体１３の表面（図５にお
ける表側の面）には、調色部１４が設けられている。調色部１４は、複数の小凹部１４ａ
と、複数の大凹部１４ｂとを備える。なお小凹部１４ａ及び大凹部１４ｂの数は単数でも
よく、いずれかが無くてもよい。図６に示すように大凹部１４ｂは小凹部１４ａよりも浅
い。小凹部１４ａには絵の具を載置することができる。ユーザは、小凹部１４ａに載置し
た絵の具を用いて、大凹部１４ｂにて調色を行うことができる。例えば、複数色を混ぜる
か又は色の濃度を調整することができる。
【００３２】
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　本体１３の表面の外周には、後述するパレットカバー１９の周面部１９ｂが係止する断
面Ｌ形の溝１３ａが形成されている。図８に示すように、本体１３の裏面（図５における
裏側の面）には、前記リブ１１ｃが嵌合する凹部１３ｂが形成されている。凹部１３ｂは
、本体１３の外周部に沿って溝状に形成されている。
【００３３】
　長手方向に平行な本体１３の一側面には、ユーザが指を入れるための窪み１６が設けら
れている。窪み１６は、一側面の長手方向中央部に設けられている。窪み１６には、後述
する掛止部１９ｄが掛止する被掛止部１５が隣接している。
【００３４】
　長手方向に平行な本体１３の他側面には、ヒンジ１８を介して、矩形のパレットカバー
１９が連結している。図９に示すように、パレットカバー１９は、矩形の天面部１９ａと
、該天面部１９ａの周縁部分からパレット１２側に突出した周面部１９ｂとを備える。
【００３５】
　天面部１９ａの長手方向に平行な一縁部分が、ヒンジ１８を介して、本体１３の他側面
に連結している。周面部１９ｂにおけるヒンジ１８の反対側に、ヒンジ１８側に突出した
掛止部１９ｄが設けられている。また天面部１９ａのパレット１２に対向する面には複数
の仕切り１９ｃが設けられている。仕切り１９ｃは長手方向に沿って並設されている。仕
切り１９ｃによって、天面部１９ａが複数の領域に分割され、ユーザは各領域を調色の為
に使用することができる。なお仕切り１９ｃは単数でもよく、仕切り１９ｃを設けなくて
もよい。
【００３６】
　ユーザはパレット１２を収容箱１１から取り外し、パレットカバー１９を開いて、パレ
ット１２及びパレットカバー１９の上で調色を行うことができる。
【００３７】
　パレットカバー１９によってパレット１２を閉じた場合、パレットカバー１９の周面部
１９ｂはパレット１２の溝１３ａに挿入され、パレットカバー１９はパレット１２に係止
される。そのため、調色部１４又は天面部１９ａに絵の具が載置されている場合に、パレ
ットカバー１９は絵の具の外部への飛散を防止する。
【００３８】
　なお図２において、Ｘ１は、収容箱１１又はパレット１２の長辺寸法（パレット付き筆
入れ１０の縦寸法）を示し、Ｙ１は、収容箱１１又はパレット１２の短辺寸法（パレット
付き筆入れ１０の横寸法）を示し、Ｚ１は、パレット付き筆入れ１０の厚さ寸法を示す。
【００３９】
　図１０は、第１水入れ２０を略示する正面図、図１１は、図１０に示すＸＩ－ＸＩ線を
切断線とした断面図である。第１水入れ２０は一面が開口した直方体状をなし、矩形の底
面板２３と、該底面板２３の各長辺から突出した第１側面板２１と、底面板２３の各短辺
から突出した第２側面板２２とを備える。
【００４０】
　第１側面板２１は略正方形状をなす。第２側面板２２は矩形状をなす。第２側面板２２
の各長辺は各第１側面板２１の縁部分に連なっている。第２側面板２２の短辺は底面板２
３に連なっている。第１水入れ２０は、底面板２３の反対側において、開口している。
【００４１】
　底面板２３の反対側における第１側面板２１の縁部分の寸法は、底面板２３側の縁部分
の寸法よりも若干大きい。また底面板２３の反対側における第２側面板２２の短辺の寸法
は、底面板２３側の短辺の寸法よりも若干大きい。すなわち、第１側面板２１及び第２側
面板２２は、第１水入れ２０の開口側が拡幅するように、底面板２３に対して、若干傾斜
している。
【００４２】
　なお図１０において、Ｘ２は、開口側における第１側面板２１の縁部分の寸法（第１水
入れ２０の縦寸法）を示し、Ｙ２は、第２側面板２２の長辺寸法（第１水入れ２０の横寸
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法）を示す。図１１において、Ｚ２は、開口側における第２側面板２２の短辺寸法（第１
水入れ２０の厚さ寸法）を示す。
【００４３】
　図１２は、第２水入れ３０を略示する正面図、図１３は、図１２に示すＸＩＩＩ－ＸＩ
ＩＩ線を切断線とした断面図である。第２水入れ３０は一面が開口した直方体状をなし、
矩形の底面板３３と、該底面板３３の各長辺から突出した第１側面板３１と、底面板３３
の各短辺から突出した第２側面板３２とを備える。
【００４４】
　第１側面板３１及び第２側面板３２は矩形状をなす。第１側面板３１の短辺が底面板３
３に連なっている。第２側面板３２の短辺は底面板３３に連なっており、第２側面板３２
の各長辺は各第１側面板３１の長辺に連なっている。第２水入れ３０は、底面板３３の反
対側において、開口している。
【００４５】
　底面板３３の反対側における第１側面板３１の短辺の寸法は、底面板３３側の短辺の寸
法よりも若干大きい。また底面板３３の反対側における第２側面板３２の短辺の寸法は、
底面板３３側の短辺の寸法よりも若干大きい。すなわち、第１側面板３１及び第２側面板
３２は、第２水入れ３０の開口側が拡幅するように、底面板３３に対して、若干傾斜して
いる。
【００４６】
　なお第２水入れ３０における第２側面板３２の長辺の寸法（第１側面板３１の長辺の寸
法）は、第１水入れ２０における第２側面板２２の長辺の寸法（第２側面板の長辺に連な
る第１側面板３１の縁部分の寸法）よりも大きい。
【００４７】
　第１側面板３１の長辺及び短辺寸法は、矩形のポケットティッシュの長辺及び短辺寸法
に対応しており、ポケットティッシュを第２水入れ３０に挿入することができる。ポケッ
トティッシュの長辺寸法は、例えば約１２０ｍｍであり、短辺寸法は、例えば約８０ｍｍ
である。なお第１側面板３１の長辺及び短辺寸法は、必ずしもポケットティッシュの長辺
及び短辺寸法以上である必要はない。第１側面板３１の長辺及び短辺寸法がポケットティ
ッシュの長辺及び短辺寸法未満であったとしても、ポケットティッシュは柔軟なので、湾
曲させるか又は折り曲げて第２水入れ３０に挿入させることができるからである。第１側
面板３１の長辺及び短辺寸法は、ポケットティッシュを容易に挿入することができる寸法
であればよい。
【００４８】
　なお図１２において、Ｘ３は、第１側面板３１の長辺寸法（第２水入れ３０の縦寸法）
を示し、Ｙ３は、第１側面板３１の短辺寸法（第２水入れ３０の横寸法）を示す。図１３
において、Ｚ３は、開口側における第２側面板３２の短辺寸法（第２水入れ３０の厚さ寸
法）を示す。
【００４９】
　図１４は、保持部４０を略示する平面図、図１５は、図１４に示すＸＶ－ＸＶ線を切断
線とした断面図である。保持部４０は、一面が開口した偏平な箱状をなし、矩形の底面板
４３と、該底面板４３の各長辺から突出した第１側面板４１と、底面板４３の各短辺から
突出した第２側面板４２とを備える。
【００５０】
　第１側面板４１及び第２側面板４２は矩形状をなす。第１側面板４１の長辺が底面板４
３に連なっている。第２側面板４２の長辺は底面板４３に連なっており、第２側面板４２
の各短辺は各第１側面板４１の短辺に連なっている。第２水入れ３０は、底面板４３の反
対側において、開口している。
【００５１】
　各第１側面板４１の内側面には、底面板４３に対して略直角な二つの突条４５が第１側
面板４１の長手方向に並設されている。各第２側面板４２の内側面に突起４４が設けられ
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ている。突起４４は底面板４３に対して略直角に延びている。突起４４は、第２側面板４
２の長辺の中央部に位置している。図１５に示すように、突起４４は細長い錐台状をなし
、底面板４３側における突起４４の幅は、開口側における幅よりも大きい。
【００５２】
　突起４４と第１側面板４１の間の寸法は、第１水入れ２０及び第２水入れ３０の底面板
４３の短辺の寸法よりも若干大きい。なお第１水入れ２０及び第２水入れ３０において、
底面板４３の寸法は略同じである。
【００５３】
　第１水入れ２０又は第２水入れ３０を底面側から保持部４０に挿入した場合、突起４４
と第１側面板４１との間に挟まれ、第１水入れ２０又は第２水入れ３０を起立させること
ができる。また第１水入れ２０又は第２水入れ３０と保持部４０との間に突条４５が位置
し、第１水入れ２０又は第２水入れ３０のがたつきを防止することができる。
【００５４】
　なお図１４において、Ｘ４は、第２側面板４２の長辺寸法（保持部４０の縦寸法）を示
し、Ｙ４は、第１側面板４１の長辺寸法（保持部４０の横寸法）を示す。図１５において
、Ｚ４は、第１側面板４１又は第２側面板４２の短辺寸法（保持部４０の厚さ寸法）を示
す。
【００５５】
　図１６は、第１ケース５０を略示する平面図、図１７は、図１６に示すＸＶＩＩ－ＸＶ
ＩＩ線を切断線とした断面図である。
【００５６】
　第１ケース５０は、一面が開口した偏平な箱状をなし、矩形の底面板５３と、該底面板
５３の各長辺から突出した第１側面板５１と、底面板５３の各短辺から突出した第２側面
板５２とを備える。
【００５７】
　第１側面板５１及び第２側面板５２は矩形状をなす。第１側面板５１の長辺が底面板５
３に連なっている。第２側面板５２の長辺は底面板５３に連なっており、第２側面板５２
の各短辺は各第１側面板５１の短辺に連なっている。第２水入れ３０は、底面板５３の反
対側において、開口している。
【００５８】
　なお図１６において、Ｘ５は、第１側面板５１の長辺寸法（第１ケース５０の縦寸法）
を示し、Ｙ５は、第２側面板５２の長辺寸法（第１ケース５０の横寸法）を示す。図１７
において、Ｚ５は、第１側面板５１又は第２側面板５２の短辺寸法（第１ケース５０の厚
さ寸法）を示す。
【００５９】
　図１８は、第２ケース６０を略示する平面図、図１９は、図１８に示すＸＩＸ－ＸＩＸ
線を切断線とした断面図である。
【００６０】
　第２ケース６０は、一面が開口した偏平な箱状をなし、矩形の底面板６３と、該底面板
６３の各長辺から突出した第１側面板６１と、底面板６３の各短辺から突出した第２側面
板５２とを備える。
【００６１】
　第１側面板６１及び第２側面板６２は矩形状をなす。第１側面板６１の長辺が底面板６
３に連なっている。第２側面板６２の長辺は底面板６３に連なっており、第２側面板６２
の各短辺は各第１側面板６１の短辺に連なっている。第２水入れ３０は、底面板６３の反
対側において、開口している。
【００６２】
　なお図１８において、Ｘ６は、第２側面板６２の長辺寸法（第２ケース６０の縦寸法）
を示し、Ｙ６は、第１側面板６１の長辺寸法（第２ケース６０の横寸法）を示す。図１９
において、Ｚ６は、第１側面板６１又は第２側面板６２の短辺寸法（第２ケース６０の厚
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さ寸法）を示す。
【００６３】
　パレット付き筆入れ１０、第１水入れ２０、第２水入れ３０、保持部４０、第１ケース
５０及び第２ケース６０における縦寸法Ｘ１～Ｘ６の合計及び横寸法Ｙ１～Ｙ６の合計そ
れぞれが、筐体２の縦寸法及び横寸法それぞれに等しくなるように、パレット付き筆入れ
１０、第１水入れ２０、第２水入れ３０、保持部４０、第１ケース５０及び第２ケース６
０は設計されている。またパレット付き筆入れ１０、第１水入れ２０、第２水入れ３０、
保持部４０、第１ケース５０及び第２ケース６０それぞれの厚さ寸法Ｚ１～Ｚ６が、筐体
２の厚さ寸法と略同じになるように、パレット付き筆入れ１０、第１水入れ２０、第２水
入れ３０、保持部４０、第１ケース５０及び第２ケース６０は設計されている。
【００６４】
　第１水入れ２０の縦寸法Ｘ２、第２水入れ３０の縦寸法Ｘ３、保持部４０の縦寸法Ｘ４
及び第２ケース６０の縦寸法Ｘ６の合計は筐体２の縦寸法に略等しい。また第２ケースの
縦寸法Ｘ６及びパレット付き筆入れ１０の縦寸法Ｘ１の合計は、筐体２の縦寸法に略等し
い。また第１ケース５０の縦寸法Ｘ５は筐体２の縦寸法に略等しい。
【００６５】
　第１ケース５０の横寸法Ｙ５及び第２ケース６０の横寸法Ｙ６の合計は、筐体２の横寸
法に略等しい。また第２ケース６０の横寸法Ｙ６と、パレット付き筆入れ１０の横寸法Ｙ
１と、第１水入れ２０の横寸法Ｙ２、第２水入れ３０の横寸法Ｙ３又は保持部４０の横寸
法Ｙ４との合計は、筐体２の横寸法に略等しい。
【００６６】
　したがって、例えば図１に示すように、パレット付き筆入れ１０、第１水入れ２０、第
２水入れ３０、保持部４０、第１ケース５０及び第２ケース６０を筐体２内に収容するこ
とができる。なお図１に示すパレット付き筆入れ１０、第１水入れ２０、第２水入れ３０
、保持部４０、第１ケース５０及び第２ケース６０の配列は一例であり、他の配列に変更
してもよい。
【００６７】
　実施の形態１に係るパレット付き筆入れ１０及び画材セット１にあっては、収容箱１１
の開口１１ｅをパレット１２によって覆うので、パレット１２及び収容箱１１が一体化さ
れ、パレット１２及び収容箱１１を個別に製造する場合に比べて、小型になる。またユー
ザはパレット１２及び収容箱１１を個別に持つ必要がなくなり、携帯性が向上する。
【００６８】
　またパレット１２及び収容箱１１を組み合わせた場合に、リブ１１ｃは凹部１３ｂに嵌
合し、両者は円滑に一体化される。そのため運搬時におけるパレット１２及び収容箱１１
のガタつきが防止される。上記実施例では、パレット１２の裏面に凹部１３ｂを設け、収
容箱１１の開口１１ｅの縁部分にリブ１１ｃを設けているが、パレット１２の裏面にリブ
を設け、収容箱１１の開口１１ｅの縁部分に凹部を設け、該凹部にリブを嵌合させてもよ
い。
【００６９】
　またパレット付き筆入れ１０、第１水入れ２０、第２水入れ３０、保持部４０、第１ケ
ース５０及び第２ケース６０の厚さ寸法、縦寸法及び横寸法が、筐体２の厚さ寸法、縦寸
法及び横寸法に応じて設定されており、パレット付き筆入れ１０等の画材が筐体２に収容
された場合に、筐体２内には余分な空間が存在せず、パレット付き筆入れ１０等は、きっ
ちりと筐体２内に収容される。また画材の筐体２内におけるレイアウトをユーザは好みに
応じて変更することができる。
【００７０】
　またポケットティッシュを第２水入れ３０に挿入し、第２水入れ３０と共に運搬するこ
とができる。画材セット１の使用後、ポケットティッシュを用いて、第１水入れ２０、第
２水入れ３０等に付着した水又は絵の具等を拭き取り、再度第２水入れ３０にポケットテ
ィッシュを挿入することができる。
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【００７１】
　第１水入れ２０又は第２水入れ３０を、底面部１１ａから保持部４０に保持させた場合
、第１水入れ２０又は第２水入れ３０は、保持部４０の側面と突起４４との間に挟まれ、
起立することができる。
【００７２】
　（実施の形態２）
　図２０は、実施の形態２に係る画材セット１を略示する斜視図である。なお実施の形態
２に係る構成の内、実施の形態１と同様な構成については同じ符号を付し、その詳細な説
明を省略する。
【００７３】
　実施の形態２に係る画材セット１は、実施の形態１と異なり、第１ケース５０及び第２
ケース６０を備えていない。筐体２は、パレット付き筆入れ１０、第１水入れ２０、第２
水入れ３０及び保持部４０が、余計な空間を発生させることなく、収納されるように縦寸
法及び横寸法が設計されている。
【００７４】
　パレット付き筆入れ１０、第１水入れ２０、第２水入れ３０及び保持部４０における縦
寸法Ｘ１～Ｘ４の合計及び横寸法Ｙ１～Ｙ４の合計それぞれが、筐体２の縦寸法及び横寸
法それぞれに等しくなるように、パレット付き筆入れ１０、第１水入れ２０、第２水入れ
３０及び保持部４０は設計されている。
　またパレット付き筆入れ１０、第１水入れ２０、第２水入れ３０及び保持部４０それぞ
れの厚さ寸法Ｚ１～Ｚ４が、筐体２の厚さ寸法と略同じになるように、パレット付き筆入
れ１０、第１水入れ２０、第２水入れ３０及び保持部４０は設計されている。
【００７５】
　第１水入れ２０の縦寸法Ｘ２、第２水入れ３０の縦寸法Ｘ３及び保持部４０の縦寸法Ｘ
４の合計は筐体２の縦寸法に略等しい。またパレット付き筆入れ１０の縦寸法Ｘ１は、筐
体２の縦寸法に略等しい。
【００７６】
　パレット付き筆入れ１０の横寸法Ｙ１と、第１水入れ２０の横寸法Ｙ２、第２水入れ３
０の横寸法Ｙ３又は保持部４０の横寸法Ｙ４との合計は、筐体２の横寸法に略等しい。
【００７７】
　したがって、例えば図２０に示すように、パレット付き筆入れ１０、第１水入れ２０、
第２水入れ３０及び保持部４０を筐体２内に収容することができる。なお図１に示すパレ
ット付き筆入れ１０、第１水入れ２０、第２水入れ３０及び保持部４０の配列は一例であ
り、他の配列に変更してもよい。
【００７８】
　第１ケース５０及び第２ケース６０を削減することによって、画材セット１の更なる小
型化を実現する。
【００７９】
　なお実施の形態１及び２において、パレット付き筆入れ１０の収容箱１１には、筆以外
の他の画材、例えば絵の具、ペン、布等を収容することができる。すなわち、パレット付
き筆入れ１０は、パレット付き画材入れとして機能する。
【００８０】
　今回開示した実施の形態は、全ての点で例示であって、制限的なものではないと考えら
れるべきである。各実施例にて記載されている技術的特徴は互いに組み合わせることがで
き、本発明の範囲は、特許請求の範囲内での全ての変更及び特許請求の範囲と均等の範囲
が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００８１】
　１　画材セット
　２　筐体
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　３　キャビネット
　４　連結板
　５　蓋
　１０　パレット付き筆入れ（パレット付き画材入れ）
　１１　収容箱
　１１ｃ　リブ（突出部）
　１１ｅ　開口
　１２　パレット
　１３ｂ　凹部
　４０　保持部
　４４　突起
　５０　第１ケース
　６０　第２ケース

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】
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