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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面シート、吸収コア及び裏面シートがこの順に積層され、前記吸収コアの両側方にお
いて前記表面シートと前記裏面シートとがそれぞれ接合され、前記吸収コアの両側端部か
つ前後方向中央部に前後方向に向かう線を描く第１のエンボスが前記表面シート上から付
与されている、生理用ナプキンであって、
　前記吸収コアの前端部及び後端部の少なくとも一方に、
　幅方向中央部を基端とし、この基端からそれぞれ前後方向外方かつ両側方へ向かう直線
を描く第２のエンボスが、前記表面シート上から付与されており、
　前記第２のエンボスは、前後方向に離間して複数設けられており、
　前後方向に相互に隣接する前記第２のエンボスの側端を結ぶ線を描くエンボスが、前記
表面シート上から付与されている、
　ことを特徴とする生理用ナプキン。
【請求項２】
　表面シート、吸収コア及び裏面シートがこの順に積層され、前記吸収コアの両側方にお
いて前記表面シートと前記裏面シートとがそれぞれ接合され、前記吸収コアの両側端部か
つ前後方向中央部に前後方向に向かう線を描く第１のエンボスが前記表面シート上から付
与されている、生理用ナプキンであって、
　前記吸収コアの前端部及び後端部の少なくとも一方に、
　幅方向中央部を基端とし、この基端からそれぞれ前後方向外方かつ両側方へ向かう幅方
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向内方に膨らむ曲線を描く第２のエンボスが、前記表面シート上から付与されており、
　前記第２のエンボスは、前後方向に離間して複数設けられており、
　前後方向に相互に隣接する前記第２のエンボスの側端を結ぶ線を描くエンボスが、前記
表面シート上から付与されている、
　ことを特徴とする生理用ナプキン。
【請求項３】
　前記第２のエンボスの基端から前後方向内方へ向かう直線を描く第３のエンボスが、前
記表面シート上から付与されている、請求項１又は請求項２記載の生理用ナプキン。
【請求項４】
　前後方向に相互に隣接する前記第２のエンボスの基端間距離が、５～３０ｍｍとされて
いる、請求項１～３のいずれか１項に記載の生理用ナプキン。
【請求項５】
　前記第２のエンボスは、前後方向内方に位置するものよりも前後方向外方に位置するも
のの方が、側方まで線を描いている、請求項１～４のいずれか１項に記載の生理用ナプキ
ン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンボスの付与された生理用ナプキンに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の生理用ナプキンとして、図１に示すように、不織布シート等からなる透液性の
表面シート１０１、経血やおりもの等の体液を吸収する綿状パルプ等からなる吸収コア１
０３及びポリエチレンシートやポリエチレンシートラミネート不織布シート等からなる不
透液性の裏面シート１０２がこの順に積層され、当該吸収コア１０３の両側方において表
面シート１０１と裏面シート１０２とがそれぞれ接合されたものが汎用化されている。こ
の従来の生理用ナプキン１００においては、例えば、特許文献１に示すように、第１～３
のエンボスＥ１０１～１０３が、表面シート１０１上から付与されている。第１のエンボ
スＥ１０１は、吸収コア１０３の両側端部かつ前後方向中央部に、前後方向に向かう直線
を描く。第２のエンボスＥ１０２は、それぞれ第１のエンボスＥ１０１の一端を基端とし
、この基端からそれぞれ前後方向外方かつ幅方向内方へ向かい、両者が先端で繋がる直線
を描く。第３のエンボスＥ１０３は、第２のエンボスＥ１０２の先端を基端とし、この基
端から前後方向外方に向かう直線を描く。これら各種のエンボスＥ１０１～１０３は、経
血等の体液の流れをコントロールする機能を有するほか、本生理用ナプキン１００の表面
形状をコントロールする機能も有するとされる。
　すなわち、まず、本生理用ナプキン１００において、体液は、各エンボスＥ１０１～１
０３が向かう方向（線を描く方向）に迅速に流れる。したがって、例えば、前後方向に向
かう直線を描くエンボスＥ１０１が付与されていることによって、体液の前後方向への拡
散性が向上する。一方、各エンボスＥ１０１～１０３が付与されている部分において、本
生理用ナプキン１００は、折れ曲り易くなる。また、生理用ナプキン１００の前後方向中
央部には、装着状態において、幅方向内方に向かう圧力Ｐがかかる。これらのことから、
特許文献１の図５に示されるように、本生理用ナプキン１００は、装着状態において、エ
ンボスＥ１０１が付与された部分で谷折り形状となり、結果、幅方向中央部では山折り形
状の断面略Ｗ字状になるとされる。そして、この形状変化に連動し、また、エンボスＥ１
０２，１０３が付与されていることによって、本生理用ナプキン１００前後端部のエンボ
スＥ１０３が付与されている部分も山折り形状となり、表面が装着者側に突出した状態（
表面形状）になるため、装着者に対するフィット性が向上するとされる。
　しかしながら、生理用ナプキン１００の前後方向中央部に、幅方向内方に向かう圧力Ｐ
がかかった場合においては、エンボスＥ１０１が付与された部分において、山折り形状と
なり、結果、幅方向中央部においては谷折り形状の断面略Ｍ字状になることもある。この
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場合は、この形状変化に連動し、また、エンボスＥ１０２，１０３が付与されていること
によって、本生理用ナプキン１００前後端部のエンボスＥ１０３が付与されている部分も
谷折り形状となり、表面が凹んだ状態（表面形状）になるため、かえって装着者に対する
フィット性が低下し、例えば、前後漏れの原因となるおそれがある。
【特許文献１】特表平９－５０２６３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明が解決しようとする主たる課題は、前後方向端部におけるフィット性に優れた生
理用ナプキンを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この課題を解決した本発明は、次のとおりである。
　〔請求項１記載の発明〕
　表面シート、吸収コア及び裏面シートがこの順に積層され、前記吸収コアの両側方にお
いて前記表面シートと前記裏面シートとがそれぞれ接合され、前記吸収コアの両側端部か
つ前後方向中央部に前後方向に向かう線を描く第１のエンボスが前記表面シート上から付
与されている、生理用ナプキンであって、
　前記吸収コアの前端部及び後端部の少なくとも一方に、
　幅方向中央部を基端とし、この基端からそれぞれ前後方向外方かつ両側方へ向かう直線
を描く第２のエンボスが、前記表面シート上から付与されており、
　前記第２のエンボスは、前後方向に離間して複数設けられており、
　前後方向に相互に隣接する前記第２のエンボスの側端を結ぶ線を描くエンボスが、前記
表面シート上から付与されている、
　ことを特徴とする生理用ナプキン。
【０００５】
　〔請求項２記載の発明〕
　表面シート、吸収コア及び裏面シートがこの順に積層され、前記吸収コアの両側方にお
いて前記表面シートと前記裏面シートとがそれぞれ接合され、前記吸収コアの両側端部か
つ前後方向中央部に前後方向に向かう線を描く第１のエンボスが前記表面シート上から付
与されている、生理用ナプキンであって、
　前記吸収コアの前端部及び後端部の少なくとも一方に、
　幅方向中央部を基端とし、この基端からそれぞれ前後方向外方かつ両側方へ向かう幅方
向内方に膨らむ曲線を描く第２のエンボスが、前記表面シート上から付与されており、
　前記第２のエンボスは、前後方向に離間して複数設けられており、
　前後方向に相互に隣接する前記第２のエンボスの側端を結ぶ線を描くエンボスが、前記
表面シート上から付与されている、
　ことを特徴とする生理用ナプキン。
【０００６】
　〔請求項３記載の発明〕
　前記第２のエンボスの基端から前後方向内方へ向かう直線を描く第３のエンボスが、前
記表面シート上から付与されている、請求項１又は請求項２記載の生理用ナプキン。
【０００７】
【０００８】
　〔請求項４記載の発明〕
　前後方向に相互に隣接する前記第２のエンボスの基端間距離が、５～３０ｍｍとされて
いる、請求項１～３のいずれか１項に記載の生理用ナプキン。
【０００９】
　〔請求項５記載の発明〕
　前記第２のエンボスは、前後方向内方に位置するものよりも前後方向外方に位置するも
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のの方が、側方まで線を描いている、請求項１～４のいずれか１項に記載の生理用ナプキ
ン。
【００１０】
【００１１】
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によると、前後方向端部におけるフィット性に優れた生理用ナプキンとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　次に、本発明の実施の形態等について説明する。
　〔基本構造〕
　図２及び図３に示すように、本形態の生理用ナプキン１０は、不繊布シートやメッシュ
シート等の透液性シートからなる表面シート１、吸収コア３及びポリエチレンシート等の
不透液性シートからなる裏面シート２がこの順に積層された基本構造となっている。
【００１４】
　吸収コア３は、径血等の体液を吸収する性質を有し、例えば、コットンや積繊パルプ、
高吸収性ポリマー等で構成される。この吸収コア３としては、例えば、下側吸収コアとこ
の下側吸収コアの幅方向中央部上に積層された下側吸収コアよりも幅狭の上側吸収コアと
がクレープ紙やティシュペーパー等からなる被覆シートで額巻きされてある程度の硬性を
有するコア状とされたものなども好適に使用することができる。この積層形態において、
下側吸収コアは、肌に対するフィット性や吸収力を向上させるためのもので省略すること
ができ、例えば、後述するようにエンボスの形成方法を工夫することによって、肌に対す
るフィット性を向上させることもできる。
【００１５】
　また、本形態においては、表面シート１と吸収コア３との間に不繊布等からなるセカン
ドシートを積層し、体液の拡散性向上を図ることもできる。さらに、本形態においては、
両側部上に、体液の横漏れ防止機能を有する起立ギャザーを設けることもできる。
【００１６】
　本形態においては、表面シート１及び裏面シート２が、吸収コア３の前後方及び両側方
まで延出している。この延出部分において、表面シート１及び裏面シート２は、ホットメ
ルト等の接着剤やヒートシール等によって接合され、それぞれ製品前後縁又は側縁を規律
する前後フラップ又はサイドフラップが形成されている。
【００１７】
　ここで、表面シート１及び裏面シート２の延出は、前後方向中央部において長くし、こ
の長くなった部分で、肌着の裏側（外面側）に折り返されて止着される、いわゆるウィン
グを構成することもできる。また、当該延出は、前後方向後端部において長くし、この長
くなった部分で、臀部に対するフィット性や臀部からの体液の漏れ防止効果を向上させる
、いわゆるエンドフラップを構成することもできる。ただし、これらウィングやエンドフ
ラップを有しない場合の方が、本生理用ナプキン１０が折れ曲り易くなるため、後述する
本発明の効果が発揮され易くなる。
【００１８】
　一方、裏面シート２の外面には、通常、ショーツ等の肌着に対する止着部が設けられる
。この止着部は、例えば、スチレン・ブタジエン共重合体やスチレン・オレフィン共重合
体等からなる粘着剤を、前後方向に帯状に塗布して形成することができる。この止着部は
、装着時において本生理用ナプキン１０を肌着に止着するためのものであるが、本生理用
ナプキン１０を需要者に提供する段階においては、個別包装のための剥離シートなどを止
着しておくこともできる。この剥離シートは、ポリエチレンシート、ポリプロピレンシー
ト、ポリエチレンテレフタレートシート、ラミネート紙、等からなり、止着部に対して剥
離可能とされる。
【００１９】
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　本形態の生理用ナプキン１０は、吸収コア３の両側端部かつ前後方向中央部に前後方向
に向かう線を描く第１のエンボスＥ１が表面シート１上から付与されている。この第１の
エンボスＥ１の付与によって、前述したように、体液の前後方向への拡散性が向上し、ま
た、この第１のエンボスＥ１が付与された部分において、本生理用ナプキン１０が折れ曲
り易くなる。この点、前述したように、本生理用ナプキン１０は、通常、肌着に止着され
る。しかしながら、表面シート１と吸収コア３とが接合されない場合は、生理用ナプキン
１０の前後方向中央部に幅方向内方に向かう圧力Ｐがかかったときに、表面シート１が吸
収コア３から浮き上がった状態となり、この状態は、本生理用ナプキン１０が上層部にお
いて折れ曲がったことを意味する。また、表面シート１と吸収コア３とが接合されるとし
ても、吸収コア３はコア状であり、例えば、１～３０ｍｍと、ある程度の厚さを有するた
め、圧力Ｐがかかったときに、吸収コア３が上下方向にばらけた状態となり、この状態は
、吸収コア３の上層部と表面シート１とが折れ曲ったことを意味する。
【００２０】
　〔第１の形態〕
　次に、本形態の特徴的構造について、説明する。
　本形態の生理用ナプキン１０は、図２及び図３に示すように、吸収コア３の前端部及び
後端部の少なくとも一方に、図２の例では両方に、幅方向中央部を基端Ｓとし、この基端
Ｓからそれぞれ前後方向外方かつ両側方へ向かう直線を描く第２のエンボスＥ２が、表面
シート１上から付与されている。この形態においては、圧力Ｐがかかると、図４に示すよ
うに、表面シート１や吸収コア３の上層部が、第２のエンボスＥ２側から幅方向中心線Ｃ
側へ（符号Ｆで示す方向）、寄せ付けられる。結果、本生理用ナプキン１０の前後方向端
部の、特に幅方向中央部Ｔは、少なくとも表面形状が装着者側に突出した状態になり、装
着者に対するフィット性が向上する。しかも、このフィット性向上効果は、本生理用ナプ
キン１０の前後方向中央部が断面略Ｗ字状になるか、断面略Ｍ字状になるかにかかわらず
得られる。この点、本生理用ナプキン１０の前後方向端部、特に幅方向中央部Ｔは、凹ん
でしまうことがあるかとも思えるが、第２のエンボスＥ２が付与された段階において、こ
の第２のエンボスＥ２が付与された部分が凹んだ状態になっているため、幅方向中央部Ｔ
を含む両第２のエンボスＥ２，Ｅ２で挟まれた部分は、相対的に突出した状態になってい
る。したがって、前記Ｆ方向への寄せ付けが生じると、本生理用ナプキン１０の前後方向
端部の、特に幅方向中央部Ｔは、少なくとも表面形状が装着者側に大きく突出した状態に
なる。
【００２１】
　〔第２の形態〕
　本形態の生理用ナプキン１０は、第１の形態における第２のエンボスＥ２を、図５に示
すような第２のエンボスＥ３に変えることもできる。
　この第２のエンボスＥ３は、幅方向中央部Ｓを基端とし、この基端Ｓからそれぞれ前後
方向外方かつ両側方へ向かう幅方向内方に膨らむ曲線を描く。この第２のエンボスＥ３も
、前記第２のエンボスＥ２同様に、表面シート１上から付与されている。この形態におい
ても、圧力Ｐがかかると、図５に示すように、表面シート１や吸収コア３の上層部が、第
２のエンボスＥ３側から幅方向中心線Ｃ側へ（符号Ｆで示す方向）、寄せ付けられる。結
果、第１の形態と同様の作用効果が得られる。
　特に、本形態においては、第２のエンボスＥ３から幅方向中央部Ｔまでの距離Ｌ１が相
対的に短くなるため、表面形状が、第２のエンボスＥ３近傍において装着者側に突出する
がその先の幅方向中央部Ｔにおいて凹んでしまうといったおそれがない。
　これに対し、図６に示すように、第２のエンボスＥ４が、幅方向中央部Ｓを基端とし、
この基端Ｓからそれぞれ前後方向外方かつ両側方へ向かうとしても、幅方向外方（側方）
に膨らむ曲線を描くとすると、第２のエンボスＥ４から幅方向中央部Ｔまでの距離Ｌ１が
相対的に長くなるため、表面形状が、第２のエンボスＥ４近傍において装着者側に突出す
るがその先の幅方向中央部Ｔにおいて凹んでしまうおそれがある。
【００２２】
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　〔第３の形態〕
　本形態の生理用ナプキン１０は、図７に示すように、第１の形態における第２のエンボ
スＥ２の基端Ｓから、あるいは図８に示すように、第２の形態における第２のエンボスＥ
３の基端Ｓから、前後方向内方へ向かう直線を描く第３のエンボスＥ５が、表面シート１
上から付与されていても、好ましいものとなる。この形態によると、第２のエンボスＥ５
が付与された部分が凹んだ状態になっており、第１のエンボスＥ１に沿って前後方向に拡
散した体液が、第１のエンボスＥ１の前後方から第３のエンボスＥ５に向かって（符号Ｆ
２で示す方向）流れるため、体液の横漏れが防止される。なお、第３のエンボスＥ５が第
２のエンボスＥ２，Ｅ３の基端Ｓから前後方向外方へ向かう直線を描くと、前述した従来
の生理用ナプキン１００と同様の問題、つまり断面略Ｍ字状となった場合におけるフィッ
ト性低下の問題が生じる。
【００２３】
　〔第４の形態〕
　本形態の生理用ナプキン１０は、第２のエンボスＥ２，Ｅ３が、第２のエンボスＥ２の
場合を例として図９に示すように、前後方向に離間して、複数（図示例では２つ）設けら
れていると、より好ましいものとなる。この点、第２のエンボスＥ２（Ｅ３）の基端Ｓか
ら本生理用ナプキン１０の前後端縁までの距離Ｌ３が長い場合、つまり幅方向中央部Ｔが
前後に長い場合、第２のエンボスＥ２（Ｅ３）が付与されているとしても、幅方向中央部
Ｔの前後方向内方の部位のみが装着者側に突出し、前後方向外方の部位は凹んでしまうお
それがある。しかしながら、第２のエンボスＥ２（Ｅ３）が、前後方向に離間して、複数
設けられていると、幅方向中央部Ｔの前後方向外方の部位まで確実に装着者側に突出し、
フィット性が向上する。
　ここで、前後方向に相互に隣接する第２のエンボスＥ２，Ｅ２（Ｅ３，Ｅ３）の基端Ｓ
間距離Ｌ２は、通常５～３０ｍｍ、好ましくは１０～２０ｍｍである。基端Ｓ間距離Ｌ２
が短すぎると、一方の第２のエンボスＥ２（Ｅ３）と他方の第２のエンボスＥ２（Ｅ３）
が同一に折れ曲がるため、エンボスを複数設けている意味を成さない。基端Ｓ間距離Ｌ２
が長すぎると、特に前後方向外方側の第２のエンボスＥ２（Ｅ３）が第１のエンボスＥ１
の折れ曲がりに関係なく折れ曲がってしまう。
【００２４】
　〔第５の形態〕
　本形態の生理用ナプキン１０は、第４の形態などのように、第２のエンボスを前後方向
に離間して複数設ける場合においては、両第２のエンボスを異なる形状とすることができ
る。ただし、図１０に示すように、第２のエンボスが、前後方向内方に位置するものＥ６
よりも前後方向外方に位置するものＥ７の方が側方まで線を描いている、つまり第２のエ
ンボスＥ６の側端Ｓ２よりも第２のエンボスＥ７の側端Ｓ２の方が側方に位置するのが好
ましい。この形態によると、より前後方向外側に位置するエンボスＥ７が装着者側に突出
しやすいという点で、好ましいものとなる◇。
　ここで、第２のエンボスＥ６の側端Ｓ２から第２のエンボスＥ７の側端Ｓ２までの側方
への距離Ｌ４は、通常３～１５ｍｍ、好ましくは５～１０ｍｍである。この距離Ｌ４が短
すぎると、装着者に突出しやすい特性が失われてしまう。他方、この距離Ｌ４が長すぎる
と、吸収体３の幅が決まっているため、相対的にエンボスＥ６の長さが短くなり、装着者
に向かって突出しにくくなる。
【００２５】
　〔第６の形態〕
　本発明では、第５の形態などのように、第２のエンボスを前後方向に離間して複数設け
るとともに、図１１に示すように、前後方向に相互に隣接する第２のエンボスＥ６，Ｅ７
の側端Ｓ２を結ぶ線を描く第４のエンボスＥ８が、表面シート１上から付与される。この
形態においては、圧力Ｐがかかると、表面シート１や吸収コア３の上層部が、第２のエン
ボスＥ６，Ｅ７側からのほか、第４のエンボスＥ８側からも、幅方向中心線Ｃ側へ、寄せ
付けられる。したがって、幅方向中央部Ｔの装着者側への突出が、より確実なものとなり



(7) JP 5129536 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

、フィット性が向上する。
　ここで図示例においては、第４のエンボスＥ８が直線状になっているが、これに限定す
る趣旨ではない。例えば、第４のエンボスＥ８を曲線状とし、また、第２のエンボスＥ６
，Ｅ７の長さ等を適宜工夫して、図１２に示すように、全体としてハート型形状とし（符
号Ｅ９で示す。）、意匠性を向上させることなどもできる。
【００２６】
　〔第７の形態〕
　本形態の生理用ナプキン１０は、以上の形態のように、第２のエンボスを前後方向に離
間して複数設ける場合においては、図１３に示すように、第２のエンボスを、前後方向内
方に位置するものＥ６よりも前後方向外方に位置するものＥ７の方が、基端Ｓにおける折
れ曲り角度（符号Ａ１，Ａ２で示す）を大きくされているのが好ましい。この形態による
と、エンボスＥ６に比べてエンボスＥ７の方がより弱い力で折れ曲がるため、装着者にフ
ィットしやすい。
　ここで、それぞれの折れ曲り角度がいかなる大きさであるかは、特に限定されないが、
通常Ａ１＝９０～１１０°、Ａ２＝１１０～１７０°、好ましくはＡ１＝９５～１００°
、Ａ２＝１２０～１５０°である。
【００２７】
　〔その他〕
（１）本形態の生理用ナプキン１０において、エンボスＥ１～９は、表面シート１上から
付与されているが、このエンボスＥ１～９が深さ方向にどこまで及んでいるかは、特に限
定されない。例えば、エンボスＥ１～９は、図３に示すように、通常吸収コア３に達し裏
面シート２には達しない状態とされているが、裏面シート２まで達する状態とすることも
できる。
【００２８】
（２）また、エンボスＥ１～９の深さは、本生理用ナプキン１０の厚さに対する比で、２
０～８０％、好ましくは３０～７０％とすることができる。したがって、現在市販化され
ている生理用ナプキンの厚さが１～３０ｍｍであることからすると、エンボスＥ１～９の
深さは、０．２～２４ｍｍ、好ましくは０．３～２１ｍｍである。
【００２９】
（３）一方、エンボスＥ１～９の幅も特に限定されず、例えば、０．３～５ｍｍ、好まし
くは０．５～３ｍｍとすることができる。また、エンボスＥ１～９は、連続線状であるこ
とに限定されず、点線状であってもよい。たとえ点線状であっても、例えば、表面シート
１や吸収コア３の上層部が、第２のエンボスＥ２側から幅方向中心線Ｃ側へ（符号Ｆで示
す方向）寄せ付けられるため、本形態による作用効果が得られる。
【００３０】
（４）このほか、線状のエンボスＥ１～９が付与される部位以外の部位において、例えば
嵩高性や肌触り性を向上させることなどを目的として相対的に浅いエンボスを付与してお
くこともできる。
【００３１】
（５）本形態においては、表面シート１を裏面シート２と同一形状としているが、これに
限定する趣旨ではない。例えば、表面シート１を裏面シート２よりも幅方向内方まで延出
するに留まるものとし、別途、裏面シート２の側端部上に不繊布などからなるサイドシー
トを積層し、接合することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　本発明は、エンボスの付与された生理用ナプキンとして、適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】従来の生理用ナプキンを示す平面図である。
【図２】本形態の生理用ナプキンを示す平面図である。
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【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図である。
【図４】生理用ナプキンの前後方向一方端部を示す第１の形態の平面図である。
【図５】生理用ナプキンの前後方向一方端部を示す第２の形態の平面図である。
【図６】生理用ナプキンの前後方向一方端部を示す参考形態の平面図である。
【図７】生理用ナプキンの前後方向一方端部を示す第３の形態の平面図である。
【図８】生理用ナプキンの前後方向一方端部を示す第３の形態の平面図である。
【図９】生理用ナプキンの前後方向一方端部を示す第４の形態の平面図である。
【図１０】生理用ナプキンの前後方向一方端部を示す第５の形態の平面図である。
【図１１】生理用ナプキンの前後方向一方端部を示す第６の形態の平面図である。
【図１２】生理用ナプキンの前後方向一方端部を示す第６の形態の平面図である。
【図１３】生理用ナプキンの前後方向一方端部を示す第７の形態の平面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１，１０１…表面シート、２，１０２…裏面シート、３，１０３…吸収コア、１０，１
００…生理用ナプキン、Ｅ１～９，Ｅ１０１～１０３…エンボス、Ｓ…基端。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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