
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
柔軟性及び防湿性を有するシート材から成り内部に被包装物が封入された内袋と、適度の
剛性を有するシート材から成り前記内袋の外側を覆う外箱とを備え、
前記外箱は、上面に取り出し口及び該取り出し口の一辺に回動可能に連接された蓋体を形
成するための切り込みと、前記蓋体よりも大寸に形成され前記切り込みを覆うように前記
蓋体の表面に接着されるとともに前記蓋体の周囲の部分の表面に対して剥離及び再接着を
繰り返し行うことができる可撓性を有するシート部材とを有しており、
前記内袋は、前記シート材の両側端部を易剥離性の接着剤を介して貼り合わせることによ
って筒状に形成され、前記両側端部の接着部分が前記取り出し口を横断し、前記蓋体を立
ち上げると前記取り出し口内において前記内袋を構成するシート材が一方の側端部の先端
縁の両端から破断するとともに前記一方の側端部が他方の側端部から引き剥がされ、前記
取り出し口に対向する開口部が形成されるように前記外箱の内面に接着されていることを
特徴とする包装体。
【請求項２】
前記内袋が一軸延伸フィルムによって形成され、その延伸方向が前記両側端部の先端縁に
直交していることを特徴とする請求項１に記載の包装体。
【請求項３】
前記一方の側端部の先端縁に沿って多数の傷痕が設けられていることを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の包装体。
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【請求項４】
前記内袋を構成するシート材の両側端部が、前記一方の側端部の先端縁に沿って遊端部が
形成されるように貼り合わされていることを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一
項に記載の包装体。
【請求項５】
前記外箱の表面における少なくとも前記蓋体の周囲の部分に艶出し処理が施されているこ
とを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の包装体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ウエットティッシュや乾菓子等の密封性を必要とする被包装物に適用され、繰
り返し開封及び密封可能な包装体に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
図６は従来のこの種の包装体の一例を示す斜視図である。この包装体１０１は、柔軟性及
び防湿性を有するシート材から成り内部に被包装物が封入された内袋１０２と、適度の剛
性を有するシート材から成り内袋１０２の外側を被う外箱１０３とから成り、内袋１０２
は、上面に、取り出し口１０４と、感圧接着剤１０５ａにより取り出し口１０４を繰り返
し開封・密封可能な蓋体１０５とを有しており、外箱１０３は上面に取り出し口１０４に
対向する開口部１０６を有している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上述した包装体１０１では、内袋１０２が柔軟なシート材によって作られているため、内
袋１０２の上面が波打った状態になり易く、さらに、内袋１０２内部の被包装物が少なく
なってくると、被包装物の上方に空間ができるため、再密封の際に蓋体１０５の内面が内
袋１０２の上面に完全に密着しにくくなり、密封が不完全となって被包装物の品質が損な
われるという問題があった。
【０００４】
そこで、図７に示すように、外箱２０２の上面に、内袋２０３の取り出し口２０４に対向
する開口２０６ａを有する枠体２０６と、この枠体２０６の一辺に回動可能に連結され枠
体２０６の開口２０６ａを密閉する蓋体２０７とを有する合成樹脂製の型枠２０５を取り
付けた包装体２０１が提案された。
【０００５】
しかしながら、この包装体２０１の場合、型枠２０５の金型費、材料費が高いためコスト
高になるという問題点と、廃棄時に外箱２０２と型枠２０５とを分別しなければならない
ため手間がかかるという問題点と、型枠２０５を焼却する際に有毒ガスが発生するため環
境上好ましくないという問題点とがある。
【０００６】
本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、繰り返
し開封及び密封可能な包装体であって、安価に製造することができるとともに、取り扱い
性及び廃棄性に優れたものを提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上述した目的を達成するために、請求項１の発明は、
柔軟性及び防湿性を有するシート材から成り内部に被包装物が封入された内袋と、適度の
剛性を有するシート材から成り前記内袋の外側を覆う外箱とを備え、前記外箱は、上面に
取り出し口及び該取り出し口の一辺に回動可能に連接された蓋体を形成するための切り込
みと、前記蓋体よりも大寸に形成され前記切り込みを覆うように前記蓋体の表面に接着さ
れるとともに前記蓋体の周囲の部分の表面に対して剥離及び再接着を繰り返し行うことが
できる可撓性を有するシート部材とを有しており、
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前記内袋は、前記シート材の両側端部を易剥離性の接着剤を介して貼り合わせることによ
って筒状に形成され、前記両側端部の接着部分が前記取り出し口を横断し、前記蓋体を立
ち上げると前記取り出し口内において前記内袋を構成するシート材が一方の側端部の先端
縁の両端から破断するとともに前記一方の側端部が他方の側端部から引き剥がされ、前記
取り出し口に対向する開口部が形成されるように前記外箱の内面に接着されていることを
特徴とするものである。
【０００８】
また、請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記内袋が一軸延伸フィルムによっ
て形成され、その延伸方向が前記両側端部の先端縁に直交していることを特徴とするもの
である。
【０００９】
また、請求項３の発明は、請求項１または請求項２の発明において、前記一方の側端部の
先端縁に沿って多数の傷痕が設けられていることを特徴とするものである。
【００１０】
また、請求項４の発明は、請求項１～請求項３の発明において、前記内袋を構成するシー
ト材の両側端部が、前記一方の側端部の先端縁に沿って遊端部が形成されるように貼り合
わされていることを特徴とするものである。
【００１１】
また、請求項５の発明は、請求項１～請求項４の発明において、前記外箱の表面における
少なくとも前記蓋体の周囲の部分に艶出し処理が施されていることを特徴とするものであ
る。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の具体的な実施形態を図面を参照しながら説明する。
図１は本発明の一実施形態である包装体１の斜視図、図２は図１のＡ－Ａ’線断面図、図
３は図１のＢ－Ｂ’線断面図、図４は内袋２の一部破断斜視図、図５は包装体１の開封状
態を示す斜視図である。
【００１３】
図１～図３に示すように、包装体１は、柔軟性及び防湿性を有するシート材から成り内部
にウエットティッシュの積層体Ｗが封入された内袋２と、ボール紙、クラフト紙等の適度
の剛性を有するシート材から成り内袋２の外側を覆う外箱３とを備えている。
【００１４】
外箱３は、折線を介して一列に連接された頂壁４、背壁５、底壁６、前壁７と、頂壁４の
両端に折線を介して連接された一対のフラップ８、９とを備えている。外箱３の頂壁４に
は一対の不連続の切り込み１０、１０が刻設されており、これらを破断すると、図５に示
すように、取り出し口１１及びこの取り出し口１１の一辺に回動可能に連接された蓋体１
２が形成されるようになっている。切り込み１０、１０の先端はそれぞれ内側に屈曲し、
前後方向に延びる直線状の切り込み１３、１３に連続している。切り込み１３、１３はそ
れぞれ頂壁４の先端縁に達しており、これらによって、蓋体１２の先端縁に連接されたツ
マミ片１４が形成されている。
【００１５】
また、外箱３の頂壁４には、矩形の可撓性を有するシート部材１５が貼着されている。シ
ート部材１５は、紙や合成樹脂のフィルム等からなる良燃性の素材によって蓋体１２より
も大寸に形成され、裏面には粘着剤１５ａが塗布され、切り込み１０、１０を覆うように
蓋体１２の上面及びその周囲の部分の上面に接着されている。シート部材１５の粘着剤１
５ａは、外箱３の表面に剥離及び再接着を繰り返し行うことができるものとなっており、
図５に示すように、蓋体１２を立ち上げるとシート部材１５が蓋体１２の周囲の部分から
剥離し、蓋体１２を閉方向に回動してシート部材１５を蓋体１２の周囲の部分に再接着す
ると取り出し口１１を再密封することができる。
【００１６】
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なお、本実施形態では、外箱３の表面に艶出し処理が施されており、これによって、シー
ト部材１５がスムーズに剥離するとともに、シート部材１５の剥離、再接着を繰り返し行
っても、蓋体１２の周囲の頂壁４の表面が傷まないので、密封性が低下しない。艶出し処
理としては、例えば、外箱３を構成するシート材の表面にコータによって艶出し塗料をコ
ーティングし、シート材を乾燥装置で強制乾燥させた後、両面をエンドレス装置によって
加熱加圧するという手順によるもの等を用いることができる。
【００１７】
このような艶出し処理の場合には、例えば、特開昭５９－１３１４６０号公報のように、
コータにシート材を供給する装置とコータの間にシート材の表面よりパウダーを除去する
一対のブラシングロールを有するパウダー除去装置と、このパウダー除去装置より送り出
されるシート材をコロナ放電処理するコロナ放電装置を設け、さらに／あるいは乾燥装置
とエンドレス装置の間に加圧加湿装置を設けておくことにより、艶出し塗料の密着不良、
圧着不良、艶戻り、ひび割れ等を生じることなく高品質の艶出し処理を行うことができる
。なお、艶出し処理は必ずしも外箱３の表面全体にわたって施す必要はなく、少なくとも
蓋体１２の周囲のシート部材１５が接着される部分に施されていれば良いものである。
【００１８】
図４に示す内袋２は、一軸延伸された合成樹脂フィルム、例えば、ポリエチレン、ポリプ
ロピレン、ポリエステル、ポリアミド、ポリ塩化ビニル等の単材または複合材からなるシ
ート材や、これらにアルミニウム箔、紙等を貼り合わせた複合シート材等からなり、これ
らのシート材の延伸方向に直交する両側端部１６、１７を、接着性、剥離性に優れたポリ
プロピレンを素材とする樹脂、ホットメルトラッカー、ヒートシールラッカー等の易剥離
性の接着剤層１８を介して合掌貼りすることによって筒状に形成し、さらに両側端部１６
、１７に直交する両端縁部１９、２０に沿ってシールしたものである。なお、合掌貼りに
代えて封筒貼りであってもよい。
【００１９】
前記シート材の両側端部１６、１７は、一方の側端部１６の先端縁に沿って遊端部１６ａ
が形成されるように側端部１６の先端縁から離れた位置で貼り合わされている。側端部１
６の先端縁には多数の微細な傷痕２１が設けられており、これによって側端部１６の先端
縁を任意の位置から容易に切断することができるようになっている。このような傷痕２１
の構成については、特公昭６１－３９２２８号公報、特開昭６４－４５２６２号公報等に
よって公知であるので、詳しい説明は省略するが、例えば、回転砥石、ワイヤーブラシ、
砥粒入りシート、砥粒接着シート等を研磨材に用いてシート材の表面を押圧または擦過す
ること等によって形成される。なお、このような傷痕２１に代えてＶノッチやＩノッチを
設けるようにしてもよい。
【００２０】
また、図５に示すように、側端部１６、１７の接着部分（斜線で示す）の先端縁に沿って
それぞれ多数の微細な傷痕２２、２３が設けられているが、これは接着部分の先端縁部分
の接着力を弱め、側端部１６、１７の剥離がよりスムーズに行なわれるようにするための
ものである。なお、このような傷痕は側端部１６、１７のいずれか一方のみに設けるよう
にしてもよい。
【００２１】
さらに本実施形態では、側端部１６、１７の剥離がスムーズに行われるために、図５に示
すように、一方の側端部１６の接着部分に沿って先端縁側に向けて突出した鋸歯状の凸部
２４が形成されている。なお、凸部２４の形状は波形であってもよく、また、凸部２４は
他方の側端部１７に設けるようにしてもよい。また、このような凸部２４を設ける代わり
に接着剤層１８の形状を鋸歯形または波形としても同様の効果を得ることができる。
【００２２】
内袋２は、側端部１６、１７の接着部分が取り出し口１１を横断するとともに側端部１６
の先端縁が前方を向くように外箱３内に収納されており、内袋２の上面における取り出し
口１１に対向する部分であって側端部１６の先端縁よりも後方の部分が蓋体１２の内面に
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接着剤層２５（図２、図３参照）を介して接着されている。また、内袋２の上面の取り出
し口１１の周囲の部分が接着剤層２６によって外箱３の内面に接着されている。なお、内
袋２の外箱３の内面への接着箇所はこれに限定されるものではなはない。
【００２３】
次に、上記のように構成された包装体１の使用方法を説明する。
図１に示す状態からツマミ片１４を摘んで蓋体１２を立ち上げる方向に力を加えると、切
り込み１０、１０が先端から破断し始めるとともにシート部材１５が先端縁側から剥離し
始める。切り込み１０、１０の破断が内袋２の側端部１６の先端縁に達すると、側端部１
６の先端縁が取り出し口１１内の両端の位置で破断し、さらにツマミ片１４を引っ張り上
げると、側端部１６が切り込み１０、１０に沿って破断するとともに側端部１６における
切り込み１０、１０間に位置する接着部分が側端部１７から引き剥がされる。
【００２４】
切り込み１０、１０の破断が終端に達するまでツマミ片１４を引っ張ると、図５に示すよ
うに、内袋２の上面が切り込み１０、１０に沿って引き裂かれるとともに、蓋体１２が完
全に立ち上がった状態となり、内袋２の上面に取り出し口１１に対向する開口部２７が形
成され、ウエットティッシュＷを取り出し可能となる。
【００２５】
この包装体１を再密封する場合には、ツマミ片１４を摘んで蓋体１２を前方に回動させ、
蓋体１２及びツマミ片１４をそれぞれ切り込み１０、１０間と切り込み１３、１３間に嵌
め込み、シート部材１５の内面を蓋体１２の周囲の部分に密着させる。シート部材１５に
よって切り込み１０が覆われるので、取り出し口はほぼ完全に密閉された状態となり、ウ
エットティッシュＷの品質が損なわれることはない。
【００２６】
そして、ウエットティッシュＷを使用するたびに上記の手順で再開封と再密封を繰り返し
、ウエットティッシュＷが無くなると包装体１を廃棄する。包装体１には合成樹脂成形品
や金属部品等が使用されていないため、分別の必要が無く、そのままの状態で廃棄するこ
とができる。なお、外箱３の側面に水平方向に延びる折罫を設け、外箱３を偏平な状態に
折り畳めるようにしておけば便利である。
【００２７】
なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された事
項の意味内で種々の変更が可能である。
【００２８】
【発明の効果】
以上のように本発明の包装体は、合成樹脂射出成形品や金属部品等を使用しないため、金
型費及び材料費が低く、安価に製造することができる。また、合成樹脂射出成形品や金属
部品等を使用しないため、廃棄時に分別の必要が無く、取り扱い性が良いとともに、有毒
ガスの発生や燃え残り等が無いため廃棄性に優れている。
【００２９】
請求項２の包装体は、内袋が一軸延伸フィルムによって形成されているため、内袋の引き
裂きがスムーズになり、取り扱い性が向上する。
【００３０】
請求項３の包装体は、内袋の一方の側端部の先端縁に沿って多数の傷痕が設けられたこと
により、ノッチを設ける場合のように製造時に切り屑が発生することが無いので、製造時
の取り扱い性が向上する。また、輸送時等の衝撃による内袋の破断が発生しにくくなる。
【００３１】
請求項４の包装体は、内袋を構成するシート材の一方の側端部の先端縁に沿って遊端部が
形成されていることにより、両側端部の接着部分に力がかかり易く、両側端部がスムーズ
に剥離する。
【００３２】
請求項５の包装体は、外箱の表面における少なくとも蓋体の周囲のシート部材が接着され
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る部位に艶出し処理が施されていることにより、シート部材の剥離がスムーズになるとと
もに、シート部材の剥離及び再接着を繰り返し行っても蓋体の周囲の部分の表面が傷みに
くいため、密封性の低下が生じない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態である包装体１の斜視図。
【図２】　図１のＡ－Ａ’線断面図。
【図３】　図１のＢ－Ｂ’線断面図。
【図４】　内袋２の一部破断斜視図。
【図５】　包装体１の開封状態を示す斜視図。
【図６】　従来の包装体１０１の斜視図。
【図７】　従来の包装体２０１の斜視図。
【符号の説明】
１　包装体
２　内袋
３　外箱
１０　切り込み
１１　取り出し口
１２　蓋体
１５　シート部材
１６　一方の側端部
１７　他方の側端部
２７　開口部
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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