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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドルと、
　各々がひげ剃り平面に隣接して位置決めされた刃先を含む１つ又はそれよりも多くの剃
刀ブレード、キャップ、及びガードを有し、前記ハンドルに取り付けられた剃刀カートリ
ッジと、
　毛深い区域の縁部で毛をトリミングするように構成され、剃刀カートリッジが装着され
た前記ハンドルの端部の反対側で、前記ハンドルに位置するトリミングツールと、
を含み、
　前記トリミングツールは、往復ブレードを含むことを特徴とする、一体型湿式シェービ
ング及び精密トリミング手段。
【請求項２】
　前記往復ブレードは、往復運動をもたらすように電源に作動可能に接続されていること
を特徴とする請求項１に記載の一体型湿式シェービング及び精密トリミング手段。
【請求項３】
　前記電源は、直流電源及び交流電源から成るグループから選択されていることを特徴と
する請求項２に記載の一体型湿式シェービング及び精密トリミング手段。
【請求項４】
　前記往復ブレードの上に位置決めされたシェーピング櫛を更に含むことを特徴とする請
求項１乃至３のいずれか１項に記載の一体型湿式シェービング及び精密トリミング手段。
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【請求項５】
　前記シェーピング櫛は、毛を前記往復ブレードに向けるように各々が構成された長毛櫛
及び短毛櫛の少なくとも一方を含むことを特徴とする請求項４に記載の一体型湿式シェー
ビング及び精密トリミング手段。
【請求項６】
　前記トリミングツールの前記ブレード及び前記櫛は、前記ハンドルにピボット式に取り
付けられたヘッド上に装着されていることを特徴とする請求項４又は５に記載の一体型湿
式シェービング及び精密トリミング手段。
【請求項７】
　前記ハンドルは、人間工学的形状を有することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか
１項に記載の一体型湿式シェービング及び精密トリミング手段。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本出願は、２００５年７月７日出願の「一体型湿式シェービング及びトリミング手段」
という名称の米国特許出願第６０／６９７、４６１号の利益を享受し、その開示を参照に
よって組み込んでいる。
　本発明は、一般的にはシェービング手段に関し、より具体的には、毛深い区域の湿式シ
ェービング及び精密トリミングの両方に適応された手段に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の湿式シェービングシステムでは、剃刀は、ハンドル及びシェービングヘッドを含
む。ハンドルと一体又はハンドルから分離可能のいずれかとすることができるシェービン
グヘッドは、交換可能なカートリッジを含み、これは、１つ又はそれよりも多くの剃刀ブ
レードを収容し、剃刀ブレードの刃先の前方に位置決めされたガード及び剃刀ブレードの
刃先の後部に位置決めされたキャップを含む。剃刀カートリッジは、ブレードの刃先を皮
膚表面に対して所定の間隔及び角度に維持するように作動する。ガード部分は、シェービ
ング作動の準備で剃刀ブレードの前の皮膚を伸ばすように作動する。
【０００３】
　従来の湿式シェービングシステムは、皮膚の表面付近に生える毛を除去するのに適する
が、このようなシステムは、例えば、男性のもみ上げ、顎ひげ、口ひげ、ヤギひげ、及び
唇の下の顎ひげなど、及び女性の脚、脇の下、及びビキニラインなどのような比較的長い
長さの毛の手入れ又はトリミングには不十分なことが多い。特に顎骨に沿って又は脇の下
の縁部及び輪郭は、剃刀カートリッジのサイズが増加すると、トリミングすること及び維
持することが特に困難である。このような区域のシェービングに関連する困難を考えると
、毛深い区域の短毛及び長毛の両方の完全な手入れを達成するために、別々の湿式シェー
ビングシステム及びトリミングシステムが用いられることが多い。
【０００４】
　しかし、認めることができるように、シェービング及びトリミング作動に用いる複数の
品目を維持することは不便さを課すものである。シェービング装置の収容に加えて別のト
リミング器具を収容することは、一般的に、シェービング過程全体の時間を増加させる。
更に、旅行の準備で又は旅行時に複数の手段を詰め込んで保管する必要性は、品目を忘れ
るか又は喪失する十分な機会を与え、これが、今度は旅行に必要以上の緊張を付加する。
　必要なものは、男女両方の個人的手入れの必要性に対する１つの解決法を提供する一体
型湿式シェービング及び精密トリミング手段である。
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願第６０／６９７、４６１号
【発明の開示】
【０００６】
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　１つの態様において、本発明は、一体型湿式シェービング及び精密トリミング手段に関
する。手段は、ハンドルと、ハンドルに取り付けられた剃刀カートリッジと、ハンドルに
取外し可能に配置されたトリミングツールとを含む。剃刀カートリッジは、１つ又はそれ
よりも多くの剃刀ブレードと、キャップと、ガードと、を有し、１つ又はそれよりも多く
の剃刀ブレードの各々は、ひげ剃り平面に隣接して位置決めされた刃先を含む。ユーザの
命令で選択的に取外し可能であるトリミングツールは、毛深い区域の縁部で毛をトリミン
グするように構成される。
【０００７】
　別の態様において、本発明は、シェービング作動中に使用するトリミング手段に関する
。トリミング手段は、剃刀ハンドルによって形成されたチャンバ内に（例えば、剃刀ハン
ドルの端部内に）挿入可能である。トリミング手段は、シャフトと、シャフトにそのある
一定の長さに沿って取り付けられたブレードと、ブレードの上に取り付けられた櫛と、シ
ャフトの端部に取り付けられたキャップとを含む。キャップは、剃刀ハンドルによって形
成されたチャンバにトリミング手段を保持するために剃刀ハンドル上に受け取り可能であ
る。例えば、キャップは、剃刀ハンドルの開口端部に摩擦嵌めで受け取り可能にすること
ができる。
【０００８】
　更に別の態様において、本発明は、シェービング手段のハンドルと一体化したトリマに
関する。トリマは、往復式に取り付けられたブレードとブレードの上に取り付けられた櫛
とを含む。ブレードは、あらゆる適切な電源（例えば、電池又は交流）を通じて往復運動
で作動することができる。往復ブレードの上に取外し可能に位置決めすることができる櫛
により、トリミング作動を容易にするために毛を揃えることができる。更に、櫛は、毛（
眉毛のような）を特定の長さまで切り取ることが可能なように往復ブレードを皮膚から離
間させることができる。
【０００９】
　トリミングワンドを使用すると、カートリッジの剃刀ブレードに比べて、比較的長さの
長い毛（例えば、男性のもみ上げ、顎ひげ、口ひげ、ヤギひげ、及び唇の下の顎ひげなど
、及び女性の脚、脇の下、及びビキニラインなど）のより精密な切込みを達成することが
できる。特に、望ましいトリムラインに沿った皮膚表面に垂直な切込み運動を実行するよ
うにトリミングワンドのブレードを操作する性能は、きれいに剃った皮膚と毛を分離する
明らかな境界でよりきれいな縁線を作ることを可能にする。
　別の利点は、湿式シェービングカートリッジを支持するハンドル内にトリミングワンド
を一体化することがユーザに利便性を提供することである。より具体的には、湿式シェー
ビング装置及びトリミングツールの両方を１つの手段内に一体化することは、トリミング
作動が必要な時に両方のツールが容易に利用可能であることを意味する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１及び図２を参照すると、本発明の一体型トリミング装置を有する湿式シェービング
手段の例示的な実施形態が全体的に１０で示され、以下「手段１０」と呼ぶ。手段１０は
、剃刀カートリッジ２０と、剃刀カートリッジが取り付けられたハンドル３０と、ハンド
ルに取外し可能に配置されたトリミングワンド４０とを含む。剃刀カートリッジ２０は、
皮膚の表面付近に生える毛が除去される湿式シェービング作動に特に適し、キャップ２４
の前方及びガード２６の後部に取り付けられた１つ又はそれよりも多くの剃刀ブレード２
２を含む。１つ又はそれよりも多くの剃刀ブレード２２の各々は、剃刀ブレードの縁部に
沿って縦に延びる刃先２８を含む。各剃刀ブレード２２はまた、ひげ剃り平面に実質的に
接触するように位置決めされる。本明細書で用いるように「ひげ剃り平面」という用語は
、キャップ２４の最上面からガード２６の最上面に接線方向に及びそこから全方向に外側
に延びる理論的平面として定義される。
【００１１】
　特に図２を参照すると、ハンドル３０の少なくとも一部は、剃刀カートリッジ２０が取
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り付けられた端部に対向するハンドルの端部３６で開口する内部チャンバ３４を形成する
ハウジング３２である。内部チャンバ３４は、使用しない時にトリミングワンド４０を受
けて保管する。トリミングワンド４０は、シャフト４４と、シャフトの一端に位置決めさ
れたキャップ４２と、シャフトの少なくとも一部に沿って延びるブレード４６とを含む。
ブレード４６は、刃先４７を有する。櫛の歯がブレード４６の刃先４７の上に延びるよう
に、櫛４９が、シャフト４４に一体化して取り付けられる。第１のガード４１は、ブレー
ド４６の一端に配置することができ、第２のガード４３は、ブレードの対向する端部に配
置することができる。使用しない時は、トリミングワンド４０は、それが容易に利用可能
な位置に保持される内部チャンバ３４内に保管される。トリミングワンド４０が内部チャ
ンバ３４内に挿入されると、キャップ４２がハンドル３０の開口端部３６内に受け取られ
、その中で摩擦嵌めで保持される。毛深い区域の縁部で毛をトリミングすることが望まし
い時は、キャップ４２を把持してトリミングワンドをハンドル３０内のその保管位置から
引き出すことにより、トリミングワンド４０が内部チャンバ３４から取り出される。
【００１２】
　トリミングワンド４０のブレード４６は、例えば、トリムラインの上から逸脱して延び
る毛を切断するためにブレードをトリムラインに沿って引っ張ることにより、又は刃先４
７と皮膚表面の間で捕捉された時に毛を切断するためにブレード４６を皮膚内に押し込む
ことにより、望ましいトリムラインに沿って切込み運動をもたらすために使用される。こ
のような運動は、剃刀カートリッジの剃刀ブレードによる短毛の切断とは対照的であり、
剃刀カートリッジは、剃刀ブレードの刃先がその全長に沿って毛に係合し、ひげ剃り平面
で切断効果をもたらすように皮膚表面にわたって引っ張られるか又は押される。
【００１３】
　次に、図３及び図４を参照すると、本発明の一体型湿式シェービング及び精密トリミン
グ手段の別の例示的な実施形態が１００で示され、剃刀カートリッジ１２０と、剃刀カー
トリッジが取り付けられたハンドル１３０と、ハンドルに取り付けられたバネ作動式で選
択的に配備可能なトリミングブレード１４０とを含む。トリミングブレード１４０が使用
されない時、それは、ハンドル１３０によって形成された内部チャンバに保管される。ユ
ーザがトリミングブレード１４０を使用したい時、それは、ハンドル１３０から配備され
る。
【００１４】
　トリミングブレード１４０をハンドル１３０から選択的に配備するために、バネ及びラ
ッチ機構が用いられる。ハンドル１３０によって形成された内部チャンバに位置決めされ
たバネ及びラッチ機構は、トリミングブレード１４０及びアクチュエータの両方に協働可
能に接続される。アクチュエータは、図示のようにスイッチ又はボタン１４２とすること
ができるが、他の装置をトリミングブレード１４０を配備するアクチュエータとして用い
ることができるので、本発明はこの点で制限されない。
【００１５】
　バネ及びラッチ機構は、バネがトリミングブレード１４０をハンドルからスリット１４
３のような開口部を通る方向に付勢するようにハンドル１３０に配置される。ラッチは、
バネ又はトリミングブレード１４０のいずれかに、更にボタン１４２に接続される。ラッ
チは、バネの作用又はトリミングブレード１４０のハンドル１３０からの移動を妨げる。
ボタン１４２が押されると、ラッチは、バネ又はトリミングブレード１４０のいずれかか
ら離脱され、トリミングブレードが解放されてスリット１４３を通って延びる。配備位置
において、ユーザが、ハンドルを握った時に毛深い区域のトリム縁部に沿って毛を切断す
るためにトリミングブレードを操作することができるように、トリミングブレード１４０
がハンドル１３０から延びている。
【００１６】
　次に、図５を参照すると、本発明の一体型湿式シェービング及び精密トリミング手段の
別の例示的な実施形態が２００で示され、剃刀カートリッジ２２０と、剃刀カートリッジ
が取り付けられたハンドル２３０と、ハンドルに作動可能に取り付けられたトリマ２４０
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とを含む。上述の手段と同様に、剃刀カートリッジ２２０は、湿式シェービング作動に特
に適し、ひげ剃り平面に隣接して刃先２２８を有する１つ又はそれよりも多くの剃刀ブレ
ード２２２を含む。
【００１７】
　トリマ２４０は、少なくとも１つの往復ブレード２４２を含み、これは、矢印２４５で
示す交互する反対方向に移動する。好ましくは、２つの往復ブレード２４２は、一方の往
復ブレード２４２が他方の往復ブレードが移動する方向と対向する方向に移動する時に、
一方の往復ブレードの歯の間に毛が捕捉されると、毛を切断するために協調して移動する
。往復ブレード２４２の動きは、往復運動を引き起こすのに適するあらゆる機構に作動可
能に接続された電池を通じて生じる。往復ブレード２４２が取り付けられたトリマ２４０
の部分は、ラッチ２５１を通じてハンドル２３０から取外し可能であり、ハンドルの容器
内に電池を挿入することができる。しかし、本発明は、電池式電源に限定されず、往復ブ
レードに電力供給する他の方法（例えば、交流）は、本発明の範囲内である。スイッチ２
３２又は他の装置が、トリマ２４０を作動するためにハンドル２３０上に配置される。カ
バー２４７は、トリマ２４０の上に取外し可能に位置決めされ、ハンドル２３０上にネジ
式に受け取ることができる。
【００１８】
　トリマ２４０は、トリマの性能及び機能を拡張するために１つ又はそれよりも多くの付
属品を取り付けることができる。次に、図６を参照すると、トリマ２４０は、ハンドル２
３０に一体的に取り付けられたヘッド２４４を含むことができる。ヘッド２４４は、その
中に取り付けられた往復ブレード２４２（２組の往復ブレードを示す）を含む。シェーピ
ング櫛２５０が、往復ブレード２４２の上に位置決めされる。２組の往復ブレード２４２
が使用される実施形態では、固定式又は取外し可能に取り付けることができるシェーピン
グ櫛２５０は、短毛櫛２５２及び長毛櫛２５４を含み、短毛櫛２５２は、１組の往復ブレ
ードと協働して短い顔の毛（例えば、眉毛）を切断して形作り、長毛櫛２５４は、他の組
のブレードと協働して長い顔の毛（例えば、顎ひげ、口ひげなど）を切断して形作る。
【００１９】
　次に、図７を参照すると、本発明の一体型湿式シェービング及び精密トリミング手段の
別の例示的な実施形態が３００で示され、「手段３００」と呼ぶ。手段３００は、シェー
ビング作動中、特に脇の下及び足首のような接近が困難な区域をシェービングする時に、
手段の制御を容易にするための人間工学的ハンドル３３０を含む。手段３００はまた、２
つのヘッド部分を含み、第１のヘッド部分は、ハンドル３３０の第１の端部に位置決めさ
れた剃刀カートリッジ３２０を有し、第２のヘッド部分は、ハンドルの第２の端部に位置
決めされたトリマ３４０を統合する。第１のヘッド部分は、ハンドル３３０に固定して取
り付けることができ、又はハンドルに回転可能に取り付けることができる。剃刀カートリ
ッジ３２０は、湿式シェービング作動に適し、ひげ剃り平面に隣接して刃先を有する１つ
又はそれよりも多くの剃刀ブレードを含む。
　ハンドル３３０の反対端に位置決めされたトリマ３４０は、トリミング作動に使用する
ために櫛及びブレードが協働的に取り付けられたトリミングヘッド３４２を含む。櫛は、
上述のように短毛櫛及び／又は長毛櫛とすることができる。ブレードは、電源（例えば、
ハンドル３３０内に取り付けられた電池）と作動可能に接続される。
【００２０】
　次に、図８を参照すると、トリミングヘッド３４２は、少なくとも１つの往復ブレード
３４４及び隣接して位置決めされた櫛３５０の一体型構成を含む。図示のように、櫛３５
０の歯は、ヘッド部分３４２が、切り整えられる毛を通して引かれた時に、櫛の歯が、往
復ブレードによるその後のトリミングのために毛を揃えるように、往復ブレード３４４の
上に延びている。
　次に、図９を参照すると、トリミングヘッドは、追加的又は代替的に回転ブレード３６
０を含むことができる。回転ブレード３６０は、トリミングヘッド３４２の端部に位置決
めされて示されているが、本発明は、この点に制限されず、回転ブレードは、トリミング
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ヘッドの全長に沿ってどこにでも位置決めすることができる。格子、フィルタ、又は櫛３
６２が、回転ブレード３６０の上に位置決めされ、トリミングのために毛を揃えること及
びブレードとの不慮の接触を防ぐことができる。櫛３６２は、所定位置に固定することが
でき、又は皮膚表面の起伏及び輪郭に対応するために回転ブレード３６０の上に「浮く」
ように構成することができる。前の実施形態と同様に、ブレード３６０は、電池式電源又
は他のあらゆる適切な手段を通じて回転可能にすることができる。
【００２１】
　次に、図１０を参照すると、本発明の一体型湿式シェービング及び精密トリミング手段
の別の例示的な実施形態が４００で示され、「手段４００」と呼ぶ。手段４００は、シェ
ービング作動中の手段の制御を容易にするための人間工学的ハンドル４３０を含む。ヘッ
ド部分４４２は、その一端の近くでハンドル４３０に回転可能に取り付けられる。前に開
示した実施形態におけるように、ヘッド部分４４２は、湿式シェービング作動に適する剃
刀カートリッジ４２０を含み、ひげ剃り平面に隣接して刃先を有する１つ又はそれよりも
多くの剃刀ブレードを含む。
　手段４００はまた、ヘッド部分４４２が取り付けられたハンドル４３０の端部に又はそ
れに隣接して位置決めされたトリマ４４０を含む。従って、ヘッド部分４４２及びトリマ
４４０の両方は、ハンドル４３０の実質的に同じ端部に位置決めされ、それによってハン
ドルの反対端をユーザが握ることを妨げないことを可能にする。スイッチ４４５によって
、トリマ４４０の選択的作動が可能である。
【００２２】
　次に、図１１を参照すると、トリマ４４０は、毛をトリミングするように構成された少
なくとも１つの往復ブレード４７２を含む。ブレード４７２は、電池式電源又は他のあら
ゆる適切な手段を通じて往復運動で移動するように作ることができる。櫛４７４は、往復
ブレード４７２の上に受けることができ、偏向可能なタブ４７６などによって摩擦嵌めで
そこに保持することができる。櫛４７４の歯は、互いに離間し、トリマ４４０が毛を通し
て引かれた時に、切り整える準備で毛が揃えられるように配列されている。
　本明細書の本発明は、特定的な実施形態に関して説明したが、これらの実施形態は、単
に本発明の原理及び応用の例示であることは理解されるものとする。従って、例示的な実
施形態に多くの修正を行うことができ、特許請求の範囲によって規定された本発明の範囲
から逸脱することなく他の構成を考案することができることも理解されるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】一体型トリミング装置を有する本発明の湿式シェービング手段の一実施形態の斜
視図である。
【図２】図１の湿式シェービング手段及び一体型トリミング装置の分解斜視図である。
【図３】一体型トリミング装置を有する本発明の湿式シェービング手段の別の実施形態の
斜視図である。
【図４】一体型トリミング装置が配置された図３の湿式シェービング手段の斜視図である
。
【図５】一体型トリミング装置として往復ブレードを有する本発明の湿式シェービング手
段の別の実施形態の斜視図である。
【図６】２つの往復ブレード及びその上に延びる櫛を有する本発明の湿式シェービング手
段の往復ブレードの斜視図である。
【図７】２つの剃刀ヘッド部分を有する本発明の湿式シェービング手段の別の実施形態の
側面図である。
【図８】図７の手段のトリミング装置の斜視図である。
【図９】本発明の回転式トリミング装置の斜視図である。
【図１０】本発明の湿式シェービング手段の別の実施形態の斜視図である。
【図１１】図１０の湿式シェービング手段のトリミング装置の分解斜視図である。
【符号の説明】
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【００２４】
　１０　一体型湿式シェービング及び精密トリミング手段
　２０　剃刀カートリッジ
　３０　剃刀ハンドル
　４０　トリミングツール、トリミング手段
　４６　ブレード
　４９　櫛

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(9) JP 5085540 B2 2012.11.28

【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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