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(57)【要約】
【課題】子供のわくわくするような興奮、楽しみ、及び
玩具に関する興味を向上させるための多機能及び異なる
用途を有する玩具を提供すること。
【解決手段】変形可能な玩具は、第１可動部材、第２可
動部材、および間に位置し、かつ第１及び第２部材に連
結された連結器を含む。連結器は、第１及び第２可動部
材を閉位置まで互いに近づくように及び実質的な開位置
まで互いに遠ざかるように独立して移動すなわち回動さ
せることを可能にするように構成される。第１及び第２
可動部材は少なくとも１つのリビーラーを含む。リビー
ラーは、第１及び第２可動部材の１つに可動に連結され
、かつ第１及び第２可動部材が開位置にある時に少なく
とも１つの表面を顕示するために可動である。一実施形
態では、玩具は、閉位置では球を、開位置では小像を構
成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　玩具であって、
　第１部材であって、前記第１部材の第１表面は、第１形状構成において、略球状構造体
の外側表面の第１部分を構成する、前記第１部材と、
　第２部材であって、前記第２部材の第２表面は、前記第１形状構成において、略球状構
造体の前記外側表面の第２部分を構成し、前記第１部材と前記第２部材は、第２形状構成
において、位置決め可能であり、前記第２部材の少なくとも一部は、前記第２形状構成に
おいて、前記第１部材の少なくとも一部から更に構成され、前記第２部材の前記少なくと
も一部は端縁を含んでおり、前記端縁は円弧形状部分を含んでいる、前記第２部材と、
　第３部材であって、前記第１部材、前記第２部材、及び前記第３部材は、第３形状構成
に位置決め可能であり、前記第２部材の少なくとも一部は、前記第２形状構成における前
記第１部材の前記少なくとも一部から更に構成され、及び前記第３部材の少なくとも一部
は前記第３形状構成における前記第２部材の前記少なくとも一部から更に構成され、前記
玩具は、前記円弧形状部分と平らな表面上で釣り合い可能であるか、あるいは前記第３形
状構成における前記平らな表面に接触する前記第３部材と釣り合い可能である玩具。
【請求項２】
　前記第１部材は前記第２部材に回動可能に連結されている、請求項１に記載の玩具。
【請求項３】
　前記第３部材は前記第２部材に回動可能に連結されている、請求項１に記載の玩具。
【請求項４】
　前記第２部材の第２表面は、第１形状構成では、前記略球状構造体の略半分である、請
求項１に記載の玩具。
【請求項５】
　前記円弧形状部分は略半円形である、請求項１に記載の玩具。
【請求項６】
　前記玩具は前記第３形状構成では前記平らな表面で、前記第３形状構成における前記平
らな表面に接触する前記円弧形状部分及び前記第３部材と釣り合い可能である、請求項１
に記載の玩具。
【請求項７】
　前記第３部材の第３表面は前記第１形状構成における前記略球状構造体の外側表面の第
３部分である、請求項１に記載の玩具。
【請求項８】
　第４部材の頭部形状部分は前記第３形状構成において露出可能である、請求項１に記載
の玩具。
【請求項９】
　第４部材の腕形状部分は前記第３形状構成において露出可能である、請求項１に記載の
玩具。
【請求項１０】
　前記第１部材及び前記第２部材は連結部材によって連結されている、請求項１に記載の
玩具。
【請求項１１】
　錠止装置を更に備え、前記錠止装置は前記第１形状構成において前記第１部材と前記第
２部材を一緒に解放可能に固定するように構成されている、請求項１に記載の玩具。
【請求項１２】
　ラッチ装置を更に備え、前記ラッチ装置は前記第１形状構成において前記第１部材と前
記第２部材を解放可能に固定するように構成されている、請求項１に記載の玩具。
【請求項１３】
　固定装置を更に備え、前記固定装置は前記第１形状構成において前記第１部材と前記第
２部材を一緒に解放可能に固定するように構成されている、請求項１に記載の玩具。
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【請求項１４】
　前記第１部材、前記第２部材及び前記第３部材は小像の部分を構成しており、前記小像
は前記第３形状構成において視認し得る、請求項１に記載の玩具。
【請求項１５】
　前記第１部材は第３表面を含み、
　前記第１表面の各々の第１の点に対して、前記第３表面に対応する第２の点が存在し、
前記第１の点、前記第２の点、及び前記略球状構造体の中心は共直線上にあり、及び
　第１正接平面は第２正接平面に略平行であり、
　前記第１正接平面は前記第１の点で前記第１表面に正接し、及び
　前記第２正接平面は前記第２の点で前記第３表面に正接する、請求項１に記載の玩具。
【請求項１６】
　前記第１部材は内側表面を含み、
　前記内側表面は前記第１形状構成における前記略球状構造体の内側にあり、
　前記内側表面は凹んだ球状湾曲部分を含んでいる、請求項１に記載の玩具。
【請求項１７】
　前記第１部材及び前記第２部材は前記第１形状構成において画成される空洞を包囲する
、請求項１に記載の玩具。
【請求項１８】
　前記第１部材は殻体部分である、請求項１に記載の玩具。
【請求項１９】
　前記玩具は、前記第３形状構成において、前記平らな表面に接触する前記第３部材の一
部と釣り合い得るものであり、
　前記第３部材の一部は、前記第１形状構成における、前記略球状構造体の外側表面の一
部である、請求項１に記載の玩具。
【請求項２０】
　前記玩具は、前記第３形状構成において、前記平らな表面に接触する前記第３部材の一
部と釣り合い得るものであり、
　前記第３部材の一部は、前記第１形状構成において、前記略球状構造体の内側にある、
請求項１に記載の玩具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体的に玩具に関し、小像を顕示させるか隠すために、互いに近づくように
回動するか、あるいは互いに遠ざかるように回動する、対向可能な可動部材を含む変形可
能な玩具に特に関する。
【背景技術】
【０００２】
　玩具は子供にわくわくするような興奮と楽しみを与える。玩具は、幾つかの異なる寸法
、形状、形状構成があり、かつ様々な機能をする。幾つかの玩具は限られた数の機能を有
する。限られた数の機能又は用途を有する玩具は、子供の興味を直ぐに失う傾向がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従って、子供のわくわくするような興奮、楽しみ、及び玩具に関する興味を向上させる
べく、多機能及び異なる用途を有する玩具に対する要求がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態では、変形する玩具は第１可動部材と第２可動部材を含む。第１可動部材は
半円筒形状を有しており、小像の頂部部分を含む。特に、第１可動部材の内側表面は、本
体と、前記本体の頂部に隣接して位置づけられ且つ可動に連結された第１顕示部材(revea
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l member)である第１リビーラー(revealer)と、前記本体の各側に可動に連結された一対
の第２リビーラーと、を含む。一実施形態では、第１リビーラーは正面(face)を具備する
頭部となるように形状構成され、かつ第２リビーラーは各々が腕となるように形状構成さ
れる。
【０００５】
　一実施形態では、第２可動部材は半円筒形状を有し、かつ小像の下側部分を含む。第２
可動部材の寸法及び形状は、第１可動部材の寸法及び形状に相当する。第２可動部材は支
持部と、前記支持部に可動に連結された第３顕示部材である第３リビーラーを含む。この
実施形態では、支持部は１対の脚となるように形状構成され、かつ第３リビーラーは一対
の脚となるように形状構成される。
【０００６】
　一実施形態では、第１及び第２可動部材は、各々が、第１及び第２可動部材間に位置づ
けられた連結器であるヒンジに可動に連結される。第１可動部材は連結器の一端部に連結
される。第２可動部材は、連結器の異なる対向する端部に可動に連結される。連結器は、
第１及び第２部材が実質的に互いに隣接するか、あるいは閉鎖位置にくるまで、該第１及
び第２部材が互いに対向するように独立して移動することを可能にするように構成される
。連結器は、第１及び第２部材が実質的な開位置にくるまで、該第１及び第２部材が互い
に遠ざかるように移動することを可能にするように構成される。
【０００７】
　本発明の変形可能な玩具は、第１及び第２可動部材の内側表面に結合された小像を顕示
させるか又は隠すために、子供達が第１及び第２部材が互いに近づくように移動させるか
、あるいはこれらの部材が互いに遠ざかるように移動させることを可能にする。
【０００８】
　変形する玩具が閉位置にある場合、変形する玩具は玩具ボールのように回転し得るか、
投げ得るか、あるいは弾み得る。玩具を小像に変形するために、使用者は第１及び第２可
動部材を開いて分離し、かつ該第１及び第２可動部材が互いに遠ざかるように移動させる
。その後、使用者は第１リビーラーである頭部を移動すなわち回転させて正面を有する該
頭部を顕示させる。その後、使用者は第２リビーラーである腕が本体から離れるように移
動すなわち回転させて小像の腕を顕示させる。次いで、使用者は第３可動部材である小像
の脚が支持部から離れるように、支持部に対して実質的に鉛直な、長手方向に直角な横方
向まで下向きに移動すなわち回転させる。開位置では、こうした子供の使用者は、変形可
能な玩具を可動小像、表示器、あるいは何れか他の適切な機能に従って使用し得る。
【０００９】
　上記実施形態では、変形する玩具は玩具内部に顕示又は隠し得る小像を含むが、変形す
る玩具は何れかの適切な小像、特徴、形状、画像、あるいは形状構成を含み得ることを認
識すべきである。
【００１０】
　別の実施形態では、第１及び第２可動部材は全体的に正方形状をしており、かつ互いに
向き合うように近づいて実質的な閉鎖位置で立方体を構成する。第１及び第２可動部材は
何れか適切な寸法又は形状とし得ることを認識すべきである。
【００１１】
　従って、異なる玩具に変形する、変形可能な玩具を提供することは、本発明の利点であ
る。
【００１２】
　異なる機能を有する、異なる玩具に変形する、変形可能な玩具を提供することは本発明
の別の利点である。
【００１３】
　本発明の追加機構及び利点は以下の本発明の詳細な説明に記載され、かつ該詳細な説明
から明らかとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１４】
　本発明は、一般的に、玩具に関し、特に、小像を顕示及び隠すために開閉するように構
成された変形可能な玩具に関する。
【００１５】
　ここで、図１～４を参照すると、一実施形態では、変形可能な玩具１０は第１可動部材
１２、第２可動部材１４、および、第１可動部材と第２可動部材の間に連結された連結器
であるヒンジ２０を含む。一実施形態では、第１可動部材及び第２可動部材は対応する半
球形状を有する。第１可動部材は、連結器２０一端部に可動に連結され、かつ連結器の端
部を貫通して延在する水平軸線の周りに動いて回動すなわち回転する。同様に、第２可動
部材１４は、連結器２０の反対側端部に可動に連結され、かつ連結器の端部を貫通して延
在する水平軸線の周りに動いて回動すなわち回転する。第１可動部材１２及び第２可動部
材１４は、これら第１可動部材及び第２可動部材が互いに実質的に隣接するか、あるいは
図４に図示するように閉位置にくるまで互いに対向するように移動することができる。第
１可動部材１２及び第２可動部材１４は、図１に図示するような開位置にくるまで互いに
離れて移動することができる。この実施形態では、第１可動部材１２及び第２可動部材１
４は、半球形状を有し、かつ同じ寸法をしている。第１及び第２可動部材は同じ形状、異
なる形状、あるいは任意の適切な形状を有し得ることを認識すべきである。第１及び第２
可動部材が同じ寸法、異なる寸法、あるいは任意の適切な寸法とし得ることも認識すべき
である。別の実施形態では、連結器であるヒンジは、第１可動部材及び第２可動部材の端
部に一体形成され、かつ第１及び第２可動部材が、上述したように、互いに対向するよう
に及び互いに遠ざかるように回動すなわち移動することを可能にする。また別の実施形態
では、第１及び第２可動部材はこれら第１及び第２可動部材が互いに対向するように及び
互いに遠ざかるように回動すなわち移動することを可能にするためにヒンジ式に結合され
る
【００１６】
　一実施形態では、表示部材１３は、それぞれ、第１及び第２可動部材１２及び１４の少
なくとも１つの内側表面に結合される。この実施形態では、表示部材１３は図又は小像で
ある。表示部材が、図、物体、文字、画像、動物、形状又は何れか他の適切な形状構成、
あるいは物体とし得ることを認識すべきである。この実施形態では、表示部材１３は図又
は小像であり、かつ図の頭部として形成された第１リビーラー１６と、第１リビーラー１
６に隣接して位置する本体１８と、本体１８の互いに反対側に可動に連結された腕形態の
一対の第２リビーラー２４と、第１及び第２可動部材の間に連結された連結器２０と、連
結器に隣接して位置する支持部２２と、支持部２２に隣接して位置し、かつ第２可動部材
に可動に連結された第３リビーラー２６と、を含む。別の実施形態では、連結器２０は、
第１及び第２可動部材の外面に取り付けられる。したがって、この実施形態では、表示部
材１３は、第１及び第２可動部材の内側表面に連結された図又は物体の一部としての連結
器を含まない。
【００１７】
　一実施形態では、第１可動部材１２は、図１に図示するような中空内部部分を具備する
半球形状をしている。本体部材である本体１８は、第１可動部材１２の内側表面に結合さ
れる。一実施形態では、本体１８は、適切な接着剤又は他の適切な接着方法を使用して、
第１可動部材の内側表面に固定結合された個別部品である。別の実施形態では、本体１８
は、第１可動部材の内側表面に一体成形される。
【００１８】
　一実施形態では、第１顕示部材である第１リビーラー１６は本体１８の頂部に隣接して
位置し、かつ第１可動部材１２に可動に連結される。第１リビーラーは、第１リビーラー
１６の各側から延在する回動部材である回動ピン１７を含む。回動ピン１７の各端部は、
第１可動部材１２に可動に連結される。一実施形態では、回動ピンは第１リビーラーに取
り付けられた別個の構成要素である。別の実施形態では、回動ピン１７は、第１リビーラ
ーと一体成形される。回動ピン１７は、第１リビーラーが、第１可動部材１２の一端部を
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全体的に貫通して延在する水平軸線の周りで移動、回動又は回転することを可能にするよ
うに構成される。特に、第１リビーラー１６は図３に示す、隠された位置から図１に示す
、顕示位置まで移動可能すなわち回転可能である。第１リビーラー１６は隠された位置か
ら顕示位置まで及び顕示位置から隠された位置まで移動し得ることを理解すべきである。
【００１９】
　一実施形態では、第１リビーラー、図１に示すような正面(face)すなわち顔のような画
像を有する少なくとも１つの表面を含む。第１リビーラーが、図３に示すような隠された
位置にある時、画像は隠されるか又は覆い隠される。第１リビーラーが図１に示すような
顕示位置まで移動する時、顔は、この時、顕示され、露出されるか、あるいは視認し得る
。変形可能な玩具の各々が同一の画像又は顔。少なくとも１つの異なる画像又は顔、ある
いは複数の異なる画像又は顔を含み得ることを理解すべきである。第１リビーラー１６の
１つ以上の表面がこうした顔の画像を含み得ることも理解すべきである。
【００２０】
　一実施形態では、少なくとも１つの第２顕示部材である第２リビーラー、および好まし
くは２つの第２リビーラー２４が本体１８に可動に連結される。図示した実施形態では、
第２リビーラー２４は小像の腕として構成される。第２リビーラー２４は何れかの適切な
寸法又は形状とし得ることを認識すべきである。第２リビーラー２４は、本体１８の反対
側に可動すなわち回転可能に連結される。第２リビーラーは本体の何れか適切な側に連結
し得ることを認識すべきである。回動ピンのようなコネクター（図示せず）が第２リビー
ラー２４及び本体１８の各々に連結され、第２リビーラーを本体に対して移動すなわち回
転可能にしている。第２リビーラー２４は、図３に示すような後退位置から、図１に示す
ような延長されたか又は後退されていない位置まで移動する。第２リビーラーは、後退位
置から延長位置まで及び延長位置から後退位置まで移動し得ることを理解すべきである。
【００２１】
　本体１８、第１リビーラー１６（すなわち、小像の頭部）、及び第２リビーラー２４（
すなわち、小像の腕）は協働又は共同して第１可動部材１２の内側表面に連結された小像
の上側部分を構成する。
【００２２】
　一実施形態では、第２可動部材１４は、図１に図示するような中空内部部分を具備する
半球形状をしている。支持部材である支持部２２は、第２可動部材１４の内側表面に連結
される。一実施形態では、支持部２２は、適切な接着剤又は他の適切な取付方法を使用し
て、第１可動部材の内側表面に固定連結された別個の部材である構成要素である。別の実
施形態では、支持部２２は、第２可動部材の内側表面と一体成形される。
【００２３】
　一実施形態では、第３顕示部材である第３リビーラー２６は支持部２２の底部に隣接し
て位置し、かつ第２可動部材１４に可動に連結される。第３リビーラーは、第３リビーラ
ー２６の各側から延在する回動部材である回動ピン２７を含む。回動ピン２７の各端部は
第２可動部材１４に可動に連結される。一実施形態では、回動ピン２７は第３リビーラー
に取り付けられる別個の構成要素である。別の実施形態では、回動ピン２７は、第３リビ
ーラーと一体成形される。回動ピン２７は、第３リビーラーを、第２可動部材１４の一端
部を全体的に貫通して延在する水平軸線の周りに移動、回動又は回転可能にするように構
成される。特に、第３リビーラー２６は、図３に示す、隠された位置から、図１に示す顕
示され、露出され、あるいは隠されていない位置まで移動可能すなわち回転可能である。
第３リビーラー２６が隠された位置から顕示位置まで及び顕示位置から隠された位置まで
移動し得ることを理解すべきである。
【００２４】
　一実施形態では、第３リビーラー２６は、図１に示すような画像を具備する少なくとも
１つの表面を含む。第３リビーラーが図３に示すような隠れた位置にある場合、該第３リ
ビーラー２６（すなわち、小像の脚）は見えないようにされるか隠される。その後、第３
リビーラーは支持部２２から図１に示すような顕示位置まで遠ざかるように移動、回動、
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あるいは回転される。
【００２５】
　さらに、第３リビーラーは、第１リビーラー１６の頂面２８の寸法及び形状に相当する
受容器である凹表面３０を含む。第１可動部材及び第２可動部材が互いに図４に示す閉位
置まで移動する時、第１リビーラー１６の頂面２８は受容器３０内にぴったりと入る。頂
面２８及び受容器３０の噛合い係合は、第１及び第２可動部材が互いに閉じることを可能
にする。
【００２６】
　支持部２２及び第３リビーラー２６（すなわち、小像の脚）は協働又は共同して、第２
可動部材１４の内側表面に連結された小像の下部又は底部を構成する。
【００２７】
　従って、第１可動部材１２の内側表面に連結された小像の上部と、第２可動部材１４の
内側表面に連結された小像の下部と、は協働して変形可能な玩具１０の小像を構成する。
何れかの適切な絵、小像、形状構成、文字、あるいは何れか他の適切な物体が第１及び第
２可動部材の内側表面に構成又は連結し得ることを理解すべきである。
【００２８】
　一実施形態では、玩具１０は錠止部材又は錠（図示せず）を含む。錠は、第１及び第２
可動部材の少なくとも１つに連結され、かつ第１及び第２可動部材が閉位置にある時に、
該第１及び第２可動部材を解放可能に共に固定するように構成される。何れか適切な錠、
ラッチ又は固定部材が第１及び／又は第２可動部材に取り付け得ることを理解すべきであ
る。
【００２９】
　図５を参照すると、各々が立方体又は全体的に正方形状を有する第１可動部材１０２及
び第２可動部材１０４を変形可能な玩具１００が含む、本発明の別の実施形態が図示され
ている。この実施形態では、第１リビーラー１０６は、第１可動部材１０２に回転可能に
取り付けられ、かつ本体１０８に隣接している。玩具は、腕として構成された１対の第２
リビーラー１１４を含む。連結器１１０は、第１及び第２可動部材１０２及び１０４の各
々の一端部のそれぞれに回転可能に連結されている。一対の脚として形成された支持部１
１２は、第２可動部材１０４の内側表面に連結される。脚として形成された第３リビーラ
ー１１６は、第２可動部材１０４に回転可能に連結される。第１可動部材及び第２可動部
材を何れかの適切な形状又は形状構成とし得るものであり、かつ何れか適切な寸法を有し
得るものとすることを理解すべきである。
【００３０】
　作用
図１～図４を参照すると、一実施形態では、変形可能な玩具１０は、玩具の内側表面に取
り付けられた小像のような物体を顕示又は隠すために全体的に開閉する。最初に、玩具の
第１可動部材１２及び第２可動部材１４は連結器２０の周りで互いに近づくように図４に
示すような閉位置まで移動すなわち回動する。閉位置では、玩具１０は、転がり、弾み、
動かし、あるいはスピンを付け得る球又はボールを構成する。この様にして、玩具１０は
ビー玉遊び又は何れか他の適切なゲームをするために使用し得る。
【００３１】
　玩具内部の小像を顕示するために変形可能な玩具１０を開くために、使用者は第１及び
第２可動部材１２及び１４をそれぞれ分離するか、引っ張るか、あるいは第１及び第２可
動部材を押圧する。使用者は、第１及び第２可動部材が実質的に遠ざかった図１に示す開
位置にくるまで、連結器２０の周りで第１及び第２可動部材を移動すなわち回動させる。
開位置では、第１可動部材１２は、第２可動部材１４に隣接し且つ該第２可動部材１４よ
り上に位置する。この位置では、第１及び第２可動部材の内側表面は図１に図示するのと
全体的に同一な方向に面するか又は示す。
【００３２】
　変形可能な玩具１０が開位置にある時、使用者は小像の第１リビーラーである頭部１６
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を第１可動部材１２の内側表面１２から上向きに遠ざけるように移動すなわち回転させる
。頭部の一表面に含まれた顔が図１に示すように該頭部から外向きに面するか、あるいは
実質的に視認し得るまで、頭部は上向きに移動又は回転する。使用者は、この時、第２リ
ビーラーである腕２４の１つ以上を、第１可動部材１２の内側表面から図１に示す延長位
置まで移動させる。腕２４は、本体１８に対して上向き又は下向きに何れか適切な単数又
は複数の位置まで独立して移動し得る。脚部分の底部表面が第２可動部材１４の内側表面
に対して横方向すなわち長手方向に直角になるまで、使用者は、この時、第３リビーラー
である小像２６の脚部分を移動すなわち回転させる。脚部分２６の底部表面は、玩具１０
をテーブルタップのような平坦な表面上で直立することを可能にするために実質的に平ら
すなわち平坦である。リビーラー部材であるリビーラーの全てが隠された位置から顕示さ
れるか又は移動された後で、玩具１０は作動文字又は他の適切な文字のような移動可能な
字又は小像として使用し得る。
【００３３】
　玩具１０を閉位置まで戻すために、使用者は脚２６を支持部２２に向けて上向きに移動
すなわち回動させ、腕を第１可動部材１２の内側表面に向けて内向きに移動すなわち回動
させ、頭部１６を、図３の矢印で全体的に示すような第１可動部材の内側表面に向けて下
向きに移動すなわち回動させる。特に、脚２６は、図４に示すような第２可動部材１４の
丸みのある外側表面に相当する丸みのある表面を顕示するために回動する。さらに、受容
器３０は頭部１６の頂面２８に係合するように位置づけられる。腕２４は内向きに回動し
て、第１及び第２可動部材を共に閉じることを可能にするように、対応する開放空間であ
る第２可動部材１４によって画成される受容領域２９内にぴったりと嵌まる。頭部１６は
顔を隠し、かつ頭部１６の丸みのある外側表面を第１可動部材１２の丸みのある外側表面
と整合させるように移動すなわち回動する。第１及び第２可動部材が図４に示す閉位置ま
で互いに実質的に隣接するまで、使用者は第１及び第２可動部材を連結器２０の周りで互
いに近づくように移動すなわち回動させる。
【００３４】
　したがって、本発明の変形可能な玩具１０は、この玩具１０が閉位置まで回動してボー
ルとして使用し得るため、こうした子供の使用者にわくわくするような興奮と楽しみを与
える。玩具１０は直立し、かつアクションフィギュア又は装飾ディスプレイとして使用し
得る画像又は小像を顕示するために開放し得る。小像が何れか適切な小像とし得るもので
あり、かつ何れか適切な寸法、画像、顔、あるいは形状を有し得ることを理解すべきであ
る。さらに、可動部材、リビーラー、本体、支持部あるいは何れか他の適切な構成要素の
形状及び寸法は、任意の適切な寸法、形状又は形状構成とし得る。
【００３５】
　上述した玩具は１つ以上の顕示部材であるリビーラーを含むが、この玩具はリビーラー
を含まないか（すなわち、画像又は他の物体が、第１及び第２可動部材の少なくとも１つ
の内側表面に形成される）、１つのリビーラー又は複数のリビーラーを含み得るものとし
得ることを理解すべきである。
【００３６】
　本願明細書に記述した本発明の好ましい実施形態に対する種々の変形及び変更が当業者
には自明であることを理解すべきである。こうした変形及び変更は本発明の精神及び範囲
から逸脱せず、かつその意図した利便性を減じることなく成し得る。従って、こうした変
形及び変更は添付の特許請求の請求項によって網羅されることを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】開位置にある変形可能な玩具を図示する本発明の変形可能な玩具の一実施形態の
拡大斜視図である。
【図２】図１の実施形態の背面図である。
【図３】異なるリビーラーの動きを示す図１の実施形態の拡大斜視図である。
【図４】閉位置にある変形可能な玩具を図示する図１の実施形態の拡大斜視図である。
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【図５】本発明の変形可能な玩具の別の実施形態の拡大斜視図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１０　玩具
　１２　第１可動部材
　１３　表示部材
　１４　第２可動部材
　１６　第１リビーラー
　１７、２７　回動ピン
　１８　本体
　２０　連結器
　２２　支持部
　２４　第２リビーラー
　２６　第３リビーラー
　２８　頂面
　２９　受容領域
　３０　受容器
　１００　変形可能な玩具
　１０２　第１可動部材
　１０４　第２可動部材
　１０６　第１リビーラー
　１０８　本体
　１１０　連結器
　１１２　支持部
　１１４　第２リビーラー
　１１６　第３リビーラー
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