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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースを含む取っ手であって、前記ベースは二つの端縁及び二つの側縁を含み、前記二
つの端縁はそれぞれ前記ベースの両端に形成され、かつ各前記側縁の両端はそれぞれ前記
二つの端縁に連接され、前記ベース上にカット部が開設され、前記カット部は前記ベース
の一つの端縁に近接する位置から前記ベースのもう一つの端縁に近接する位置まで延伸し
、前記ベースの一つの端縁にグリップ部が結合され、前記ベースが互いに直交する第一方
向と第二方向とを有し、前記二つの端縁がそれぞれ前記ベースにて前記第一方向における
両端に形成され、前記二つの側縁がそれぞれ前記ベースにて前記第二方向における両側に
形成され、前記カット部が前記第一方向に延伸し、前記カット部は前記第二方向における
両側にそれぞれ載せ部が形成され、前記取っ手が第一状態を有し、前記第一状態において
、前記ベースが平面状に形成され、前記ベースを環状構造に形成させるように、前記グリ
ップ部が前記ベースのもう一つの端縁に結合することができ、かつ前記取っ手の二つの載
せ部が前記第二方向に両側へ引っ張られ、前記取っ手を前記第一状態から第二状態へ変化
させることができ、前記載せ部は、隣接するカット部に対向する側に載せ端縁が形成され
、かつ、前記二つの載せ部の間に開口が形成され、前記ベースに隔離溝が設置され、前記
ベースは前記第二方向における両側にそれぞれカット部が開設され、各前記カット部は前
記第二方向における両側にそれぞれ載せ部が形成されることを特徴とする取っ手。
【請求項２】
　前記取っ手が容器に結合するのに用いられ、前記容器が拡径部を有し、前記拡径部が前
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記二つの載せ部と前記グリップ部との間に位置決めされ、前記二つの載せ部は前記容器の
外表面に当接し、且つ前記二つの載せ部の載せ端縁がそれぞれ前記拡径部に係止すること
を特徴とする請求項１に記載の取っ手。
【請求項３】
　さらにもう一つのベースを含み、各前記ベースの二つの端縁にそれぞれ第三グリップ部
及び第四グリップ部が結合され、前記第三グリップ部は差込隙間を有し、前記差込隙間は
前記の第二方向に延伸して前記第三グリップ部を貫通し、前記第四グリップ部は貫通孔が
設置され、前記二つのベースが結合される第四グリップ部は互いに連接し、かつ前記二つ
の第四グリップ部の連接箇所は中心線を形成し、前記二つの第四グリップ部を前記中心線
に沿って折り合わせることができ、かつ前記二つの第四グリップ部はそれぞれ前記二つの
第三グリップ部の差込隙間を通過することができ、前記二つの第四グリップ部の貫通孔が
互いに位置合わせされて前記二つのベースを前記環状構造に形成されることを特徴とする
請求項１または２に記載の取っ手。
【請求項４】
　前記グリップ部は前記第二方向における両側にそれぞれ先行折り線が設置され、前記二
つの先行折り線は開口がそれぞれ前記グリップ部の外側に向かう曲線状に形成され、前記
グリップ部は前記二つの先行折り線間に剥離線が設置されることを特徴とする請求項１に
記載の取っ手。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は取っ手に関し、特に、容器に結合され、利用者が便利に容器を持ち上げること
ができる取っ手に関する。
【背景技術】
【０００２】
　市販の様々な食品は容器に入れられているが、容器は高温、常温或いは低温の内容物を
入れるのに用いられることがあり、高温の内容物を入れた場合、利用者が前記容器を取ろ
うとして容器の外表面に触る際に、気をつけなければ火傷していしまう可能性がある。一
方、容器に低温の内容物を入れた場合、空気に含まれる水気が凝縮して容器の外表面に付
着するため、利用者が容器を取ろうとして、容器の外表面に触る際に、容器の外表面に凝
縮された水玉が利用者の手を濡らしてしまう等、利用者にとって様々な不便をもたらすも
のであった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　利用者が高温或いは低温の内容物を入れた容器を便利に取ったり携えたりすることがで
きるように、これまでは、業者は容器をポリ袋や紙袋に入れて利用者に携えさせていた。
しかしながら、近年になってエコ意識が高まり、消費者及び業者両方のポリ袋に対する使
用意欲が低下しつつある。再生可能な紙袋は環境問題に対する大衆の懸念を解決すること
はできるが、コストが高すぎ、かつ、容器に低温の内容物を入れた際、紙袋が水濡れ等に
よって破れてしまうので、紙袋で容器を包む場合には様々な不便を伴うものであった。
【０００４】
　従って、本発明は、社会において普遍的にポリ袋の使用削減を提唱する状況で、コスト
が低く、かつ利用者が便利に高温或いは低温の内容物を入れた容器を持ち上げることがで
きる取っ手を提供することを目的とするものである。
【０００５】
　本発明は、ベースを含み、前記ベースには少なくとも一個のカット部が開設され、前記
ベースに二つの載せ部及び一つのグリップ部を形成させ、容器に結合することにより、容
器の携行時における利便性を向上させる効果を有する容器を持つことができる取っ手を提
供することを目的とするものである。
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【０００６】
　本発明はさらに、取っ手の利用コストを低減させる効果に達するために、容器に結合す
る前に前記ベースが平面状に形成される取っ手を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した目的に達するために、本発明が運用する技術的手段は下記内容を含む。
【０００８】
　本発明による取っ手は、ベースを含む取っ手であって、前記ベースは二つの端縁及び二
つの側縁を含み、前記二つの端縁はそれぞれ前記ベースの両端に形成され、かつ前記各側
縁の両端はそれぞれ前記二つの端縁に連接され、前記ベース上に二つのカット部が間隔を
取って開設され、前記二つのカット部はそれぞれ前記ベースの一つの端縁に近接する位置
から前記ベースのもう一つの端縁に近接する位置まで延伸し、かつ前記二つのカット部は
それぞれ前記二つの側縁と間隔を取って設置され、前記ベースが互いに直交する第一方向
と第二方向とを有し、前記二つの端縁がそれぞれ前記ベースにて前記第一方向における両
端に形成され、前記二つの側縁がそれぞれ前記ベースにて前記第二方向における両側に形
成され、前記二つのカット部がそれぞれ前記第一方向に延伸し、かつ前記二つのカット部
が前記第二方向にて前記二つの側縁と間隔を取って設置され、前記取っ手は、各前記側縁
とそれに隣接するカット部との間に載せ部を形成し、かつ前記二つのカット部間にグリッ
プ部を形成し、前記ベースの二つの端縁はそれぞれ補強部が連接され、前記補強部が同時
に前記二つの載せ部及び前記グリップ部に結合される。
【０００９】
　前記取っ手は、第一状態を有し、前記第一状態において、前記ベースが平面状に形成さ
れ、前記取っ手の二つの載せ部が前記第二方向に両側へ引っ張られ、前記取っ手を前記第
一状態から第二状態へ変化させることができ、前記載せ部は、隣接するカット部に対向す
る側に載せ端縁が形成され、かつ、前記二つの載せ部の間に開口が形成されることを特徴
とする。
【００１０】
　前記取っ手は、容器に結合するのに用いられ、前記容器が拡径部を有し、前記拡径部が
前記二つの載せ部と前記グリップ部の間に位置決めされ、前記二つの載せ部は前記容器の
外表面に当接し、且つ前記二つの載せ部の載せ端縁がそれぞれ前記拡径部に係止すること
を特徴とする。
【００１１】
　前記取っ手は、前記カット部の両端にそれぞれ延伸部が形成され、前記二つのカット部
の延伸部の間隔が前記二つのカット部から隣接する端縁に向かって次第に広がるように、
前記延伸部が前記第一方向に前記カット部から隣接する側縁へ延伸することを特徴とする
。
【００１２】
　前記取っ手は、前記ベースが紙からなり、前記第二状態において、前記載せ部において
前記ベースの二つの端縁に近接する位置はそれぞれ折り目が形成され、前記カット部の両
端にそれぞれ延伸部が形成され、前記二つのカット部の延伸部の間隔が前記二つのカット
部から隣接する端縁に向かって次第に狭まるように、前記延伸部が前記第一方向に前記カ
ット部から前記ベースの中央へ延伸することを特徴とする。
【００１３】
　さらに、本発明による取っ手は、ベースを含む取っ手であって、前記ベースは二つの端
縁及び二つの側縁を含み、前記二つの端縁はそれぞれ前記ベースの両端に形成され、かつ
各前記側縁の両端はそれぞれ前記二つの端縁に連接され、前記ベース上にカット部が開設
され、前記カット部は前記ベースの一つの端縁に近接する位置から前記ベースのもう一つ
の端縁に近接する位置まで延伸し、前記ベースの一つの端縁にグリップ部が結合され、前
記ベースが互いに直交する第一方向と第二方向とを有し、前記二つの端縁がそれぞれ前記
ベースにて前記第一方向における両端に形成され、前記二つの側縁がそれぞれ前記ベース
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にて前記第二方向における両側に形成され、前記カット部が前記第一方向に延伸し、前記
カット部は前記第二方向における両側にそれぞれ載せ部が形成され、前記取っ手が第一状
態を有し、前記第一状態において、前記ベースが平面状に形成され、前記ベースを環状構
造に形成させるように、前記グリップ部が前記ベースのもう一つの端縁に結合することが
でき、かつ前記取っ手の二つの載せ部が前記第二方向に両側へ引っ張られ、前記取っ手を
前記第一状態から第二状態へ変化させることができ、前記載せ部は、隣接するカット部に
対向する側に載せ端縁が形成され、かつ、前記二つの載せ部間に開口が形成され、前記グ
リップ部において前記ベースから離れる端に第一結合部が設置され、前記ベースのもう一
つの端縁に第二結合部が連接され、前記第一結合部と前記第二結合部とが互いに結合し、
前記グリップ部を前記ベースのもう一つの端縁に結合させ、前記グリップ部を前記環状構
造に形成させる。
【００１４】
　前記取っ手は、容器に結合するのに用いられ、前記容器が拡径部を有し、前記拡径部が
前記二つの載せ部と前記グリップ部の間に位置決めされ、前記二つの載せ部は前記容器の
外表面に当接し、且つ前記二つの載せ部の載せ端縁がそれぞれ前記拡径部に係止する。
【００１５】
　前記取っ手は、前記カット部の両端にそれぞれ案内孔が設置される。
【００１６】
　前記取っ手は、前記カット部の両端にそれぞれ二つの先行折り線が連接され、かつ前記
二つの先行折り線がそれぞれ前記第一方向に前記カット部から前記二つの側縁へ延伸し、
前記第二状態において、前記二つの先行折り線が前記載せ部において前記ベースの二つの
端縁に近接する位置にそれぞれ折り目を形成する。
【００１７】
　前記取っ手は、前記ベースの二つの端縁にそれぞれ第一グリップ部及び第二グリップ部
が結合され、前記第一グリップ部及び前記第二グリップ部にそれぞれ貫通孔が設置され、
前記ベースを前記環状構造に形成させるように、前記第一グリップ部及び前記第二グリッ
プ部が互いに位置合わせする。
【００１８】
　前記取っ手は、前記第一グリップ部或いは前記第二グリップ部にソケットが設置され、
かつ前記第二グリップ部の貫通孔の周縁に係止片が結合され、前記係止片が前記第一グリ
ップ部の貫通孔を通過し、前記係止片に二つの貫通溝が開設され、前記二つの貫通溝がそ
れぞれ前記係止片を貫通する。
【００１９】
　ベースを含む取っ手であって、前記ベースは二つの端縁及び二つの側縁を含み、前記二
つの端縁はそれぞれ前記ベースの両端に形成され、かつ各前記側縁の両端はそれぞれ前記
二つの端縁に連接され、前記ベース上にカット部が開設され、前記カット部は前記ベース
の一つの端縁に近接する位置から前記ベースのもう一つの端縁に近接する位置まで延伸し
、前記ベースの一つの端縁にグリップ部が結合され、前記ベースが互いに直交する第一方
向と第二方向とを有し、前記二つの端縁がそれぞれ前記ベースにて前記第一方向における
両端に形成され、前記二つの側縁がそれぞれ前記ベースにて前記第二方向における両側に
形成され、前記カット部が前記第一方向に延伸し、前記カット部は前記第二方向における
両側にそれぞれ載せ部が形成され、前記取っ手が第一状態を有し、前記第一状態において
、前記ベースが平面状に形成され、前記ベースを環状構造に形成させるように、前記グリ
ップ部が前記ベースのもう一つの端縁に結合することができ、かつ前記取っ手の二つの載
せ部が前記第二方向に両側へ引っ張られ、前記取っ手を前記第一状態から第二状態へ変化
させることができ、前記載せ部は、隣接するカット部に対向する側に載せ端縁が形成され
、かつ、前記二つの載せ部間に開口が形成され、前記ベースに隔離溝が設置され、前記ベ
ースは前記第二方向における両側にそれぞれカット部が開設され、各前記カット部は前記
第二方向における両側にそれぞれ載せ部が形成される。
【００２０】
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　前記取っ手は容器に結合するのに用いられ、前記容器が拡径部を有し、前記拡径部が前
記二つの載せ部と前記グリップ部との間に位置決めされ、前記二つの載せ部は前記容器の
外表面に当接し、且つ前記二つの載せ部の載せ端縁がそれぞれ前記拡径部に係止する。
【００２１】
　前記取っ手は、さらにもう一つのベースを含み、各前記ベースの二つの端縁にそれぞれ
第三グリップ部及び第四グリップ部が結合され、前記第三グリップ部は差込隙間を有し、
前記差込隙間は前記の第二方向に延伸して前記第三グリップ部を貫通し、前記第四グリッ
プ部は貫通孔が設置され、前記二つのベースが結合される第四グリップ部は互いに連接し
、かつ前記二つの第四グリップ部の連接箇所は中心線を形成し、前記二つの第四グリップ
部を前記中心線に沿って折り合わせることができ、かつ前記二つの第四グリップ部はそれ
ぞれ前記二つの第三グリップ部の差込隙間を通過することができ、前記二つの第四グリッ
プ部の貫通孔が互いに位置合わせて前記二つのベースを前記環状構造に形成させる。
【００２２】
　前記取っ手は、前記グリップ部は前記第二方向における両側にそれぞれ先行折り線が設
置され、前記二つの先行折り線は開口がそれぞれ前記グリップ部の外側に向かう曲線状に
形成され、前記グリップ部は前記二つの先行折り線の間に剥離線が設置される。
【発明の効果】
【００２３】
　上記構造により、本発明の取っ手は第一状態を有し、利用者は前記二つの載せ部を両側
へ引っ張り、前記取っ手を前記第一状態から第二状態へ変化させ、前記二つの載せ部の間
に開口を形成させることにより、容器は前記開口を通過し、かつ前記容器の拡径部が前記
二つの載せ部と前記グリップ部の間に位置決めされ、前記二つの載せ部がそれぞれ前記拡
径部に係止し、前記取っ手を前記容器に結合させる。これにより、利用者は前記グリップ
部を握るだけで、前記容器の外表面に接触することなく、前記取っ手により前記容器を持
つことができ、容器の携行利便性を向上させる効果を有する。かつ、前記第一状態におい
て、前記ベースが平面状に形成されるため、前記取っ手は容易に収納でき、かつ嵩張らな
いなどの利点を有し、前記取っ手の利用コストを低減させる効果を達成する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第一実施例の外観概略図。
【図２】本発明の第一実施例のベースが第一状態から第二状態へ変化することを示す概略
図。
【図３】本発明の第一実施例が容器に結合された使用状態の概略図。
【図４】本発明の第二実施例の外観概略図。
【図５】本発明の第二実施例の補強部に係る結合の概略図。
【図６】本発明の第二実施例が容器に結合された使用状態の概略図。
【図７】本発明の第三実施例の外観概略図。
【図８】本発明の第三実施例のベースが第一状態から第二状態へ変化することを示す概略
図。
【図９】本発明の第三実施例が容器に結合された使用状態の概略図。
【図９ａ】本発明の第三実施例が容器に結合された部分の拡大概略図。
【図１０】本発明の第四実施例の外観概略図。
【図１１】本発明の第四実施例が容器に結合された使用状態の概略図。
【図１２】本発明の第三実施例が容器に結合された部分の拡大概略図。
【図１３】本発明の第五実施例の外観概略図。
【図１４】本発明の第五実施例が複数の容器に結合された使用状態の概略図。
【図１５】本発明の第五実施例に係るもう一つの実施形態の外観概略図。
【図１６】本発明の第五実施例が複数の瓶状容器に結合された使用状態の概略図。
【図１７】本発明の第六実施例の外観概略図。
【図１８】本発明の第六実施例が複数の瓶状容器に結合された使用状態の概略図。



(6) JP 6216948 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

【図１９】本発明の第七実施例の外観概略図。
【図２０】本発明の第七実施例が複数の瓶状容器に結合された使用状態の概略図。
【図２１】本発明の第八実施例の外観概略図。
【図２２】本発明の第八実施例が椀状の容器に結合された使用状態の概略図。
【図２２ａ】本発明の第八実施例が椀状の容器に結合された部分の拡大概略図。
【図２３】本発明の第八実施例について同方向に設置された係止片を含む第一結合部及び
第二結合部が設置される外観の概略図。
【図２４】本発明の第八実施例について同方向に設置された係止片を含む第一結合部及び
第二結合部が設置され、かつ椀状の容器に結合された使用状態の概略図。
【図２５】本発明の第八実施例について異なる方向に設置された係止片を含む第一結合部
及び第二結合部が設置される外観の概略図。
【図２６】本発明の第八実施例について異なる方向に設置された係止片を含む第一結合部
及び第二結合部が設置され、かつ椀状の容器に結合された使用状態の概略図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の実施の形態について、以下、図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００２６】
　図１に示されるように、本発明の第一実施例による取っ手１は第一状態を有し、この第
一状態において、取っ手１はベース１１を含む。ベース１１は紙、プラスチック材料或い
は不織布などの材質からなるものであってもよく、本発明はこれらに限定されるものでは
ない。ベース１１はシート状構造であり、ベース１１は二つの端縁１１１及び二つの側縁
１１２を含む。二つの端縁１１１はそれぞれベース１１の両端に形成され、かつ各側縁１
１２の両端はそれぞれ二つの端縁１１１に連接される。ベース１１上に二つのカット部１
２が開設される。二つのカット部１２はそれぞれベース１１の一つの端縁１１１に近接す
る位置からベース１１のもう一つの端縁１１１に近接する位置まで延伸し、かつ二つのカ
ット部１２はそれぞれ記二つの側縁１１２と間隔を取って設置される。本実施例及び以下
の各実施例において、カット部１２は裁断線をその実施形態として説明するが、カット部
１２は隙間や溝であっても良いことは当業者が容易に想到できるので、本発明に述べられ
る「カット部」は裁断線に限定されるものではない。なお、二つのカット部１２はベース
を貫通する裁断線であり、二つのカット部１２は互いに間隔を取って設置され、また、二
つのカット部１２は互いに平行に設けられていても良い。
【００２７】
　さらに詳しく述べると、ベース１１は互いに直交する第一方向Ｘと第二方向Ｙとを有す
る。二つの端縁１１１はそれぞれベース１１にて第一方向Ｘにおける両端に形成され、二
つの側縁１１２はそれぞれベース１１にて第二方向Ｙにおける両側に形成される。二つの
カット部１２はそれぞれ第一方向Ｘに沿って延伸し、かつ二つのカット部１２は第二方向
Ｙにて二つの側縁１１２と間隔を取って設置される。これにより、取っ手１は各側縁１１
２とそれに隣接するカット部１２との間に載せ部１３を形成することができ、かつ二つの
カット部１２間にグリップ部１４を形成する。前記第一状態において、ベース１１は平面
状に形成されるため、取っ手１は容易に収納でき、かつ嵩張らないなどの利点を有する。
【００２８】
　上記構造を有する本発明の第一実施例による取っ手１を実際に使用する際、図２に示さ
れるように、利用者は力を加えて取っ手１を第一状態から第二状態へ変化させることがで
きる。より詳細に述べると、利用者は二つの載せ部１３を第二方向Ｙに沿って両側へ引っ
張り、縦方向に（図面における）下方へひっくり返し、二つの載せ部１３をグリップ部１
４から引き離す。それにより、載せ部１３は隣接するカット部１２に対向する側が縦方向
に（図面における）上方へ直立して載せ端縁１３１を形成し、かつ二つの載せ部１３間に
開口１３２が形成される。また、グリップ部１４と二つの載せ部１３とが縦方向にて間隔
を形成するように、利用者は同時にグリップ部１４を縦方向に（図面における）上方へ引
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っ張ることができる。
【００２９】
　図３に示されるように、取っ手１が力を受けて第二状態へ変化した後、取っ手１は容器
Ｃに結合するのに用いることができる。さらに詳しく述べると、容器Ｃは拡径部Ｃ１を有
し、拡径部Ｃ１は容器Ｃにおける比較的外径が大きい箇所（例えば、杯口の凸縁）であっ
ても良い。利用者は力を加えることにより載せ部１３を両側へ拡げて、開口１３２の内径
を拡径部Ｃ１の外径より大きくすることができるため、拡径部Ｃ１は開口１３２より二つ
の載せ部１３の間を通過し、二つの載せ部１３とグリップ部１４の間に位置決めすること
ができる。拡径部Ｃ１が開口１３２を通過した後、利用者は二つの載せ部１３に対して力
を加えることを止めることにより、開口１３２の内径を拡径部Ｃ１の外径より小さく形成
させることができる。これにより、二つの載せ部１３は容器Ｃの外表面に当接することが
でき、かつ二つの載せ部１３の載せ端縁１３１がそれぞれ拡径部Ｃ１に係止し、取っ手１
を容器Ｃに結合させるすることができる。かくして、利用者はグリップ部１４を握るだけ
で、容器Ｃの外表面に接触することなく、取っ手１により容器Ｃを持つことができる。
【００３０】
　注目すべきことは、容器Ｃに入れるものは、通常、ある程度の重量を有するため、利用
者が取っ手１により容器Ｃを持つ際、容器Ｃ自体の重量によりグリップ部１４に作用する
引き力を発生させる。二つの載せ部１３がグリップ部１４の両側に形成されているので、
グリップ部１４がこの引き力を受ける際、二つの載せ部１３に開口１３２に向かう締め力
を発生させ、容器Ｃの拡径部Ｃ１に係止している載せ端縁１３１をさらに拡径部Ｃ１に密
接させる。言い換えると、利用者がグリップ部１４を持つ際に、容器Ｃがグリップ部１４
に作用する引き力により、二つの載せ部１３に開口１３２に向かう締め力を発生させるた
め、二つの載せ部１３は両側から内部へ締めるように形成され、容器Ｃを取っ手１の載せ
部１３に安定して位置決めさせるので、利用者は便利にグリップ部１４により容器Ｃを持
つことができ、容器Ｃが取っ手１から外れる虞がない。
【００３１】
　引き続き図１及び図３を参照すると、第一状態において、取っ手１はカット部１２の両
端にそれぞれ延伸部１２１を形成することができ、本実施例において、延伸部１２１は、
二つのカット部１２の延伸部１２１の間隔が二つのカット部１２から隣接する端縁１１１
に向かって次第に広がるように、第一方向Ｘに沿ってカット部１２から隣接する側縁１１
２へ延伸し、かつ延伸部１２１は曲線状に形成されても良い。これにより、ベース１１が
プラスチック材料など（紙に比べて）折り目が付きにくい材料からなる場合、カット部１
２に延伸部１２１を形成することにより、取っ手１を第二状態へ変化させて容器Ｃに結合
させた後、載せ部１３においてベース１１の二つの端縁１１１に近接する位置となるべく
容器Ｃに当接させ、取っ手１と容器Ｃとの結合強度を向上させることができる。
【００３２】
　より重要なことは、延伸部１２１が設置されていない場合、グリップ部１４が受ける引
き力はカット部１２の両端に第一方向Ｘに平行する分力を生成し、分力がカット部１２の
両端を破裂させ、ひいてはカット部１２をベース１１の端縁１１１まで延伸させ、取っ手
１を割ってしまうことが知られている。これに対し、本実施例において、延伸部１２１を
隣接する側縁１１２へ延伸させ、かつ延伸部１２１とカット部１２との間に約９０°の夾
角を形成させることにより、利用者がグリップ部１４を持つ際、グリップ部１４が受ける
引き力がカット部１２の両端に第一方向Ｘと平行な分力を形成することを防ぐことができ
る。言い換えると、延伸部１２１を設置し、かつ延伸部１２１とカット部１２との間に約
９０°の夾角を形成させることにより、利用者が取っ手１を持つ際、カット部１２の両端
が受ける第一方向Ｘに平行な力を効果的に減少させるごとができるため、カット部１２の
両端が破裂することを防ぐことができる。
【実施例２】
【００３３】
　図４を参照すると、本発明の第二実施例による取っ手１と前記の第一実施例とが異なる
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点として、本実施例においては、取っ手１にてベース１１の二つの端縁１１１にそれぞれ
補強部１５を連接している。補強部１５は同時に二つの載せ部１３及びグリップ部１４に
結合することができる。より詳しく述べると、補強部１５は予め粘着などにより二つの載
せ部１３及びグリップ部１４に結合する、或いは、図５に示されるように、取っ手１を実
際に使用する際、補強部１５は、利用者が自ら補強部１５を端縁１１１に沿って折り曲げ
て、かつ粘着などにより二つの載せ部１３及びグリップ部１４に結合することができるこ
とにあり、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００３４】
　図６に示されるように、ベース１１が紙などのように力を受けた後に割れてしまうこと
がある材質から作製される場合、本実施例による取っ手１は補強部１５を設置し、かつ補
強部１５を同時に二つの載せ部１３及びグリップ部１４に結合することにより、利用者が
取っ手１により容器Ｃを持つ際、グリップ部１４が受ける引き力は二つの載せ部１３とグ
リップ部１４との境目位置に集中しにくくなる。これにより、補強部１５は取っ手１が割
れてしまうことを効果的に防ぐことができる。
【００３５】
　一方、本実施例において、ベース１１は紙などのような折り目が付きやすい材質から作
製されても良いので、取っ手１を第二状態へ変化させて容器Ｃに結合した後、載せ部１３
においてベース１１の二つの端縁１１１に近接する位置はそれぞれ折り目１３３を形成す
ることができる。折り目１３３は自然に形成されるものであっても、予め載せ部１３に開
設される先行折り線（図示せず）から形成されるものであっても良い。これにより、載せ
部１３は、それに形成された二つの折り目１３３の間の部分が容器Ｃに密接することがで
き、載せ部１３において二つの折り目１３３の外側にある部分はグリップ部１４に連接さ
れるのに用いられる。
【００３６】
　注目すべきことは、取っ手１は同じくカット部１２の両端にそれぞれ延伸部１２１を形
成することができるが、本実施例において、延伸部１２１は、二つのカット部１２の延伸
部１２１の間隔が二つのカット部１２から隣接する端縁１１１に向かって次第に狭まるよ
うに、第一方向Ｘに沿ってカット部１２からベース１１の中央へ延伸し、延伸部１２１は
同じく曲線状に形成されても良いことにある。これにより、カット部１２に延伸部１２１
を形成することで、取っ手１を第二状態へ変化させて容器Ｃに結合させた後、載せ部１３
は力を受ける際に容易に自然に折り目１３３を形成させることができる。本実施例におい
て、延伸部１２１をベース１１の中央に向かって延伸させ、かつ延伸部１２１とカット部
１２との間に約９０°の夾角を形成させることにより、利用者がグリップ部１４を持つ際
に、カット部１２が受ける第一方向Ｘに平行な力を同様に効果的に減少させ、同様にカッ
ト部１２の両端が破裂することを防ぐことができる。
【実施例３】
【００３７】
　図７に示される本発明の第三実施例による取っ手２は、同様な第一状態を有し、第一状
態において、取っ手２はまたベース２１を含む。ベース２１は同様に二つの端縁２１１及
び二つの側縁２１２を含み、二つの端縁２１１はそれぞれベース２１の両端に形成され、
かつ各側縁２１２の両端はそれぞれ二つの端縁２１１に連接される。しかしながら、ベー
ス２１上にはカット部２２が一つのみ開設されており、カット部２２はベース２１の一つ
の端縁２１１に近接する位置からベース２１のもう一つの端縁２１１に近接する位置まで
延伸し、かつカット部２２がベース２１を貫通する裁断線である。また、ベース２１の一
つの端縁２１１にグリップ２４が結合される。
【００３８】
　より詳細に説明すると、本実施例におけるベース２１は互いに直交する第一方向Ｘと第
二方向Ｙとを有し、二つの端縁２１１はそれぞれベース２１にて第一方向Ｘにおける両端
に形成され、二つの側縁２１２はそれぞれベース２１にて第二方向Ｙにおける両側に形成
される。カット部２２は第一方向Ｘに沿って延伸し、これにより取っ手２はカット部２２
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にて第二方向Ｙにおける両側にそれぞれ載せ部２３を形成することができる。第一状態に
おいて、ベース２１は同様に平面状に形成されるため、取っ手２も容易に収納でき、かつ
嵩張らないなどの利点を有する。
【００３９】
　上記構造を有することにより、図８に示されるように、ベース２１を環状構造に形成さ
せるために、ベース２１に結合される一つの端縁２１１のグリップ部２４はベース２１の
もう一つの端縁２１１に結合しても良い。なお、グリップ部２４とベース２１のもう一つ
の端縁２１１とはテープやステープルなど公知の結合手段により互いに結合する、或いは
、本実施例においては、グリップ部２４においてベース２１から離れる端に第一結合部２
４１を設置し、ベース２１のもう一つの端縁２１１に第二結合部２１３を連接することが
できる。第一結合部２４１或いは第二結合部２１３は粘着劑を塗布するのに用いることが
でき、これにより、第一及び第二結合部２４１、２１３を互いに粘着させ、グリップ部２
４をベース２１のもう一つの端縁２１１に結合し、ベース１１を環状構造に形成させる。
【００４０】
　本発明の第三実施例による取っ手２を実際に使用する際、前述した第一及び第二実施例
と同様に、利用者は力を加えて取っ手２を第一状態から第二状態へ変化させることができ
る。より詳しく述べると、利用者は二つの載せ部２３を第二方向Ｙに沿って両側へ引っ張
り、縦方向に（図面における）下方へひっくり返し、二つの載せ部２３の間に開口２３２
を形成し、載せ部２３においてカット部２２に対向する側が縦方向に（図面における）上
方へ直立して載せ端縁２３１を形成する。また、ベース２１は環状構造に形成されるので
、グリップ部２４と二つの載せ部２３とが縦方向にて間隔を形成するように、利用者は同
時にグリップ部２４を縦方向に（図面における）上方へ引っ張ることができる。
【００４１】
　図９を併せて参照すると、取っ手２が力を受けて第二状態へ変化した後、取っ手２は容
器Ｃに結合するのに用いることができる。さらに詳しく述べると、容器Ｃも拡径部Ｃ１を
有し、利用者は力を加えることにより載せ部２３を両側へ拡げて、開口２３２の内径を拡
径部Ｃ１の外径より大きくすることができるため、拡径部Ｃ１は開口２３２より二つの載
せ部２３の間を通過し、二つの載せ部２３とグリップ部２４の間に位置決めすることがで
きる。拡径部Ｃ１が開口２３２を通過した後、利用者は二つの載せ部２３に対して力を加
えることを止めることにより、開口２３２の内径を拡径部Ｃ１の外径より小さく形成させ
ことができ、これにより、図９ａに示されるように、二つの載せ部２３は容器Ｃの外表面
に当接することができ、かつ二つの載せ部２３の載せ端縁２３１がそれぞれ拡径部Ｃ１に
係止し、取っ手２を容器Ｃに結合させることができる。かくして、上述した第一及び第二
実施例と同様に、利用者はグリップ部２４を握るだけで、容器Ｃの表面に接触することな
く、取っ手２により前記容器Ｃを持つことができる。
【実施例４】
【００４２】
　図１０を参照すると、本発明の第四実施例による取っ手２が第三実施例とが異なる点と
して、カット部２２の両端にそれぞれ案内孔２２１が設置される。案内孔２２１はベース
２１を貫通する丸型の孔であることが好ましい。図１１及び図１２を併せて参照すると、
案内孔２２１を設置することにより、二つの載せ部２３が両側へ引っ張られる際、案内孔
２２１は二つの載せ部２３の境目に形成されるため、案内孔２２１は利用者が取っ手２に
より容器Ｃを持つ際、グリップ部２４が受ける引き力が二つの載せ部２３の境目位置に集
中して応力集中点を形成することを防ぎ、さらにカット部２２が両端に向かって割れてし
まうことを防ぐことができる。
【００４３】
　さらに、カット部２２の両端はそれぞれ二つの先行折り線２２２を連接しても良い。よ
り詳しく述べると、カット部２２の両端はそれぞれ先行折り線２２２を連接し、カット部
２２のいずれか一端の先行折り線２２２はそれぞれその端の案内孔２２１に連接して設置
することができ、かつ二つの先行折り線２２２はそれぞれ第一方向Ｘに沿ってカット部２
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２から二つの側縁２１２へ延伸する。これにより、取っ手２を第二状態へ変化させて容器
Ｃに結合した後、先行折り線２２２は、載せ部２３においてベース２１の二つの端縁２１
１に近接する位置にそれぞれ折り目２３３を形成することを促進することができる。これ
により、載せ部２３は、それに形成された二つの折り目２３３の間の部分が容器Ｃに密接
することができ、載せ部２３において二つの折り目２３３の外側にある部分はグリップ部
２４に連接されるのに用いられる。
【００４４】
　上述した本発明の第一、第二、第三及び第四実施例における取っ手１、２に結合される
容器Ｃは、高温、常温或いは低温の内容物を入れるため、容器Ｃに低温の内容物を入れた
場合、容器Ｃは空気に含まれた水分が凝縮することにより、水玉が容易に外表面に付着す
る。そのため、前記ベース１１、２１が紙などのような水との接触でその構造強度を低下
させる可能性のある材質からなる場合、ベース１１、２１において容器Ｃに対向する表面
にポリフィルム（図示せず）を設置しても良い。このフィルムはラミネート、粘着或いは
ホットボンドなどの手段によりベース１１、２１の表面に形成することができ、これによ
り水気を隔離する機能を提供し、ベース１１、２１が水に接触した後に発生する構造強度
の低下を効果的に防ぐことは、当業者が容易に想到できるものである。
【実施例５】
【００４５】
　図１３を参照すると、本発明の第五実施例による取っ手２と前述の第三実施例とが異な
る点として、ベース２１の二つの端縁２１１はそれぞれ第一グリップ部２４ａ及び第二グ
リップ部２４ｂが結合され、第一グリップ部２４ａ及び第二グリップ部２４ｂにはそれぞ
れ貫通孔２４２が設置され、かつ第二グリップ部２４ｂの貫通孔２４２の周縁に係止片２
４３を結合すること点にある。これにより、第一グリップ部２４ａ及び第二グリップ部２
４ｂは互いに位置合わせして利用者が持つのに用いられ、ベース２１を環状構造に形成さ
せることができる。
【００４６】
　言い換えると、図１４に示されるように、本発明の第五実施例による取っ手２を実際に
使用する際、利用者は第一グリップ部２４ａ及び第二グリップ部２４ｂを揃えて、第一及
び第二グリップ部２４ａ、２４ｂの貫通孔２４２を互いに位置合わさせることができるの
で、利用者の手は第一及び第二グリップ部２４ａ、２４ｂの貫通孔２４２をそれぞれ通し
て第一及び第二グリップ部２４ａ、２４ｂを同時に持ち、ベース２１を環状構造に形成さ
せることができる。また、第二グリップ部２４ｂの貫通孔２４２の周縁に結合される係止
片２４３は第一グリップ部２４ａの貫通孔２４２を通過することができ、これにより第一
及び第二グリップ部２４ａ、２４ｂを互いに結合して固定させる。
【００４７】
　さらに、図１３及び図１４に示されるように、本実施例において、ベース２１は隔離溝
２１４が設置される。隔離溝２１４はベース２１を貫通する長形の溝であり、ベース２１
を第二方向Ｙにて二つの部分に分けるのに用いられる。なお、ベース２１において隔離溝
２１４の両側に位置する部分はそれぞれカット部２２を開設することができるので、各カ
ット部２２は同じく第二方向Ｙにおける両側にそれぞれ載せ部２３を形成することができ
、ベース２１が隔離溝２１４に分けられた二つの部分をそれぞれ容器Ｃに結合させる。言
い換えると、利用者は隔離溝２１４の両側に開設されるカット部２２を拡げ、カット部２
２の両側の二つの載せ部２３を引き離し、さらに隔離溝２１４の両側にそれぞれ開口２３
２を形成し、これにより二つの容器Ｃの拡径部Ｃ１を隔離溝２１４の両側の開口２３２を
通過させ、二つの容器Ｃを同時に取っ手２に結合する。かくの如く、本発明の第四実施例
による取っ手２は、複数の容器Ｃを同時に結合することができるので、利用者はグリップ
部２４により複数の容器Ｃを同時に持つことができる。
【００４８】
　図１５及び図１６に示されるように、本発明の第五実施例による取っ手のもう一つの実
施形態は、上述した実施形態に比べ、ベース２１に開設されるカット部２２の第一方向Ｘ
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における長さが短く、これにより、前述した実施例の取っ手２はいすれも杯状の容器Ｃを
結合するのに用いられることに対し、この実施形態においては、ベース２１に開設される
カット部２２の長さが比較的に短いので、取っ手２は瓶状の容器Ｃ′を結合するのに用い
ることができる。さらに詳しく述べると、瓶状の容器Ｃ′の口径は小さいことが知られて
おり、かつ瓶状の容器Ｃ′は拡径部Ｃ１′（例えば、瓶口の凸縁）を有するため、カット
部２２の第一方向Ｘにおける長さが短いことにより、瓶状の容器Ｃ′の開口をカット部２
２の両側の載せ部２３を通過させた後、二つの載せ部２３は依然として効果的に瓶状の容
器Ｃ′の拡径部Ｃ１′に係止し、取っ手２を確実に瓶状の容器Ｃ′に結合させることがで
きる。このことから分かるように、本発明の各実施例による取っ手１、２において、ベー
ス１１、１２に開設されるカット部１２、２２の長さは、取っ手１、２を結合しようとす
る容器の口径の大きさによって調整できることは、当業者が理解して実施できるものであ
る。
【実施例６】
【００４９】
　図１７、１８を参照すると、本発明の第六実施例による取っ手２と前述の第五実施例と
が異なる点として、第一グリップ部２４ａ或いは第二グリップ部２４ｂには貫通孔２４２
を開設する以外に、ソケット２４４を設置してもよい。ソケット２４４はコーヒーフレッ
シュ、ガムシロップ或いはペットシュガーなどの小型容器Ｄを結合するのに用いられるこ
とができる。また、第二グリップ部２４ｂの貫通孔２４２の周縁に結合される係止片２４
３に二つの貫通溝２４３ａを開設することができ、二つの貫通溝２４３ａはそれぞれ係止
片２４３を貫通し、これにより係止片２４３が第一グリップ部２４ａの貫通孔２４２を通
過した後、利用者はマドラー或いはストローなどの棒体Ｓを二つの貫通溝２４３ａにそれ
ぞれ通過させ、棒体Ｓを前記２４３に結合させる。かくして、本発明の第六実施例による
取っ手２は、ソケット２４４及び貫通溝２４３ａを設置することにより、様々の小型容器
及びマドラーまたはストローなどの部品をまとめて取っ手２に固定し、取っ手２の機能の
多様性を大幅に向上させることができる。また、棒体Ｓが二つの貫通溝２４３ａをそれぞ
れ通過する際、棒体Ｓは係止片２４３が第一グリップ部２４ａの貫通孔２４２から抜け出
ることを防ぐことができるので、利用者が取っ手２を一旦放置しても、第一及び第二グリ
ップ部２４ａ、２４ｂは依然として互いに安定して結合し、取っ手２の使用利便性をさら
に向上させる。
【実施例７】
【００５０】
　本発明の第七実施例によ係る取っ手２を図１９に示す。前述した第五及び第六実施例に
おいて、二つの容器を同時に持つことができる取っ手２の実施形態が掲示されているが、
ベース２１に設置される隔離溝２１４及びカット部２２の数を共に増やすことにより、取
っ手２が結合できる容器の数を増加できることは当業者が容易に想到できることである。
しかしながら、利用者がより多く（例えば、６個）の容器を持とうとする場合、一つの取
っ手２では必然的に需要を満たせなくなる。よって、本発明の第七実施例による取っ手２
は二つのベース２１を含み、各ベース２１には二つの隔離溝２１４がそれぞれ設置され、
これによりベース２１を第二方向Ｙにて三つの部分に分ける。ベース２１におけるこの三
つの部分にはそれぞれカット部２２が開設され、かつベース２１の二つの端縁２１１には
それぞれ第三グリップ部２４ｃ及び第四グリップ部２４ｄが結合される。なお、第三グリ
ップ部２１ｃは差込隙間２４５を有し、差込隙間２４５は第二方向Ｙに沿って延伸して第
三グリップ部２４ｃを貫通し、第四グリップ部２４ｄには貫通孔２４２が設置される。二
つのベース２１が結合される第四グリップ部２４ｄは互いに連接し、かつ二つの第四グリ
ップ部２４ｄの連接箇所は中心線２５を形成する。
【００５１】
　第七実施例による取っ手２は前記実施例と同じく第一状態を有し、この第一状態におい
て、二つのベース２１はいずれも平面状に形成される。図２０を併せて参照すると、第七
実施例による取っ手２を実際に使用する際、利用者は取っ手１を第一状態から第二状態へ
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変化させるように力を加えてことができる。より詳しく述べると、まず、二つのベース２
１が結合される第四グリップ部２４ｄを中心線２５に沿って縦方向に下方（図面における
）へ折り合わせ、かつ二つのベース２１が結合される第三グリップ部２４ｃを前記縦方向
に上方（図面における）へ折り曲げ、これにより二つの第四グリップ部２４ｄはそれぞれ
二つの第三グリップ部２４ｃの差込隙間２４５を通過することができ、第七実施例による
取っ手２の二つのベース２１を環状構造に形成させる。二つの第四グリップ部２４ｄはそ
れぞれ貫通孔２４２を有するので、二つの第四グリップ部２４ｄを中心線２５に沿って折
り合わせた後、二つの第四グリップ部２４ｄの貫通孔２４２が互いに位置合わせするため
、利用者は手を二つの第四グリップ部２４ｄの貫通孔２４２にそれぞれ通過して二つの第
四グリップ部２４ｄを同時に持ち、ベース２１を環状構造に形成させることができる。利
用者は二つのベース２１におけるそれぞれのカット部２２の両側に形成される載せ部２３
を両側へ引っ張り、瓶状の容器Ｃ′を結合するのに用いることができ、これにより、第七
実施例による取っ手２は六個の瓶状の容器Ｃ′を結合することができる。このことから分
かるように、本発明の第七実施例による取っ手２は、二つのベース２１を組み合わせるこ
とにより、取っ手２が結合できる容器の数をより多くして、取っ手２が具備する機能をさ
らに完全なものとする。
【００５２】
　さらに、第七実施例による取っ手２は、より多くの容器を結合するのに用いられるため
、取っ手２に結合される容器の総重量が重くなる。そのため、第四グリップ部２４ｄの貫
通孔２４２の両側それぞれにさらに差込孔２４６を設置してもよく、二つの第四グリップ
部２４ｄを中心線２５に沿って折り合わせた後、二つの第四グリップ部２４ｄの差込孔２
４６を互いに位置合わせする。これにより、利用者は紐Ｒを第四グリップ部２４ｄの各差
込孔２４６にそれぞれ通過させ、紐Ｒにより取っ手２を持ち、利用者は便利に力を加えて
取っ手２を持つことができ、また、紐Ｒは利用者が取っ手２をその他の物体に掛けるのに
用いることができ、利用者が長時間にわたって取っ手２を持たなくても良いので、第七実
施例による取っ手２は使用する際にさらなる活用性を有する。
【実施例８】
【００５３】
　図２１、２２を参照すると、本発明の第八実施例による取っ手２と第三実施例との異な
る点として、グリップ部２４の第二方向Ｙにおける両側にそれぞれ先行折り線２４７が設
置されても良く、先行折り線２４７は曲線に形成されても良く、かつ二つの先行折り線２
４７は開口がそれぞれグリップ部２４の外側に向かう曲線状に形成されることが好ましい
。これにより、図２２ａに示されるように、二つの載せ部２３は容器Ｃの外表面に当接す
ることができ、かつ二つの載せ部２３の載せ端縁２３１がそれぞれ椀状の容器Ｃ″の拡径
部Ｃ１″に係止し、取っ手２を椀状の容器Ｃ″に結合させるすることができる。取っ手２
が椀状の容器Ｃ″に結合されるのに用いられた場合、前記の杯状の容器Ｃ或いは瓶状の容
器Ｃ′に比べ、通常、椀状の容器Ｃ″は高さが低く、かつ椀状の容器Ｃ″に入れられる内
容物の重量が重いので、利用者がグリップ部２４を持つ際、椀状の容器Ｃ″の重心が不安
定になることが起き易く、さらに椀状の容器Ｃ″に入れられる液状の内容物が飛び散って
しまうこともある。そのため、第八実施例による取っ手２は、グリップ部２４に開口がそ
れぞれグリップ部２４の外側に向かう曲線状の先行折り線２４７を設置することにより、
利用者は二つの先行折り線２４７を押し、曲面を有するグリップにグリップ部２４を形成
させるように、グリップ部２４を外側から裏に向って折り曲げ、これにより利用者は先行
折り線２４７に形成された曲面を摘まむことにより椀状の容器Ｃ″を持ち、さらに安定し
て椀状の容器Ｃ″を持つことができる。
【００５４】
　一方、グリップ部２４は二つの先行折り線２４７の間に剥離線２４８が設置されても良
く、かつ剥離線２４８は剥離片２４８aを連接することができる。これにより、利用者が
椀状の容器Ｃ″の内容物を取ろうとする際、剥離片２４８aを押して剥離片２４８aを凹ま
せ、剥離片２４８aが凹んだ位置を力を加える点とすることができ、利用者が力を加えて
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グリップ部２４を剥離線２４８に沿って裂くのに用いられ、取っ手２を椀状の容器Ｃ″か
ら剥がし、利用者が便利に椀状の容器Ｃ″の内容物を取ることができる。
【００５５】
　前記の第三及び第四実施例においては、グリップ部２４とベース２１とが第一及び第二
結合部２４１、２１３により互いに粘着され、グリップ部２４をベース２１のもう一つの
端縁２１１に結合させ、ベース２１を前述した環状構造に形成させる。しかしながら、本
発明の一部の実施例において、グリップ部２４にてベース２１から離れる端に第一結合部
２４１′を設置しても良く、ベース２１のもう一つの端縁２１１は第二結合部２１３′が
連接され、なお、第一結合部２４１′及び第二結合部２１３′は互いに対応する係止構造
である。さらに詳しく述べると、図２３及び図２４に示されるように、第一結合部２４１
′は同方向に設置された二個で一組の係止片であり、第二結合部２１３′も同じく同方向
に設置された二個で一組の係止片であり、これにより、第一及び第二結合部２４１′、２
１３′は互いに位置合わせするように形成され、利用者は第一及び第二結合部２４１′、
２１３′からなる係止片を押すだけで、第一及び第二結合部２４１′、２１３′を互いに
係止して結合させ、ベース２１を環状構造に形成させることができる。或いは、図２５及
び図２６に示されるように、第一及び第二結合部２４１′、２１３′が異なる方向に設置
された二個で一組の係止片であり、異なる方向に設置された係止片を作製することは、取
っ手２の構造の複雑度を増加させることになるが、利用者は第一及び第二結合部２４１′
、２１３′からなる係止片を押すだけで、第一及び第二結合部２４１′、２１３′からな
る異なる方向に設置された二個で一組の係止片は、第一及び第二結合部２４１′、２１３
′の係止強度を向上させることができる。
【００５６】
　よって、本発明の第三、第四及び第八実施例において、第一結合部２４１、２４１′及
び第二結合部２１３、２１３′の結合方式については、粘着、係止結合或いはその他の従
来の結合方式であってもよく、本発明はこれに限定されるものではない。
【００５７】
　上述した構造を有することにより、本発明の第一から第八実施例による取っ手１、２の
主な特徴としては下記のとおりである。
【００５８】
　ベースを提供し、前記ベースは少なくとも一個のカット部を有し、前記カット部はベー
スに二つの載せ部及び一つのグリップ部を形成させることができる。前記取っ手は第一状
態を有し、利用者は前記二つの載せ部を両側へ引っ張り、前記取っ手を第一状態から第二
状態へ変化させ、二つの載せ部の間に開口を形成し、これにより容器は前記開口を通り、
前記容器の拡径部は二つの載せ部とグリップ部の間に位置決めすることができ、前記二つ
の載せ部はそれぞれ拡径部に係止し、取っ手を容器に結合させることができる。
【００５９】
　上述の説明から分かるように、本発明の各実施例による取っ手は、利用者がグリップ部
を握るだけで、容器の外表面に接触することなく、取っ手により容器を持つことができる
ので、容器に高温のものを入れた場合に利用者が火傷してしまうことを防ぐことができる
とともに、容器に低温のものを入れた場合に、容器の外表面に凝縮された水玉が付着して
利用者の手を濡らすという不便を防ぐことができ、容器の携行利便性を向上させる効果を
確実に達成する。
【００６０】
　さらに、本発明の各実施例による取っ手は、容器に結合される前に、第一状態において
、ベースが平面状に形成されるため、取っ手は容易に収納でき、かつ嵩張らないなどの利
点を有し、取っ手の利用コストを低減させる効果を達成する。
【００６１】
　以上により、本発明による取っ手は容器に結合するのに用いられ、利用者はグリップ部
を握るだけで、容器の外表面に接触することなく、取っ手により容器を持つことができ、
かつ取っ手を容器に結合する前は、ベースが平面状に形成されているため、容器の携行利
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便性を向上させ、取っ手の利用コストを低減させるなどの効果を達成する。
【符号の説明】
【００６２】
　１　　　　取っ手
　１１　　　ベース
　１１１　　端縁
　１１２　　側縁
　１２　　　カット部
　１２１　　延伸部
　１３　　　載せ部
　１３１　　載せ端縁
　１３２　　開口
　１３３　　折り目
　１４　　　グリップ部
　１５　　　補強部
　２　　　　取っ手
　２１　　　ベース
　２１１　　端縁
　２１２　　側縁
　２１３　　第二結合部
　２１３′　第二結合部
　２１４　　隔離溝
　２２　　　カット部
　２２１　　案内孔
　２２２　　先行折り線
　２３　　　載せ部
　２３１　　載せ端縁
　２３２　　開口
　２３３　　折り目
　２４　　　グリップ部
　２４ａ　　第一グリップ部
　２４ｂ　　第二グリップ部
　２４ｃ　　第三グリップ部
　２４ｄ　　第四グリップ部
　２４１　　第一結合部
　２４１′　第一結合部
　２４２　　貫通孔
　２４３　　係止片
　２４３ａ　貫通溝
　２４４　　ソケット
　２４５　　差込隙間
　２４６　　差込孔
　２４７　　先行折り線
　２４８　　剥離線
　２４８ａ　剥離片
　２５　　　中心線
　Ｘ　　　　第一方向
　Ｙ　　　　第二方向
　Ｃ　　　　容器
　Ｃ１　　　拡径部
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