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(57)【要約】
　本発明は、容器（５１）、および容器を形成するため
のブランク（１）に関する。特に、本発明は、食品を入
れるための容器（５１）であって、改善された気密シー
ルによりＭＡ包装技術を可能とし、容器の内容物の保存
期間を延ばすために用いられる容器に関する。改善され
た封止は、容器の密閉部（１４，１６，１８，２０，２
２）の周りに形成され得る間隙を避け、または封止する
ことにより、達成される。容器（５１）は、複数の壁部
による容器の本体を備え、ブランク（１）での本体用の
パネル部（４，６，８，１０，１２）を折り曲げること
により形成され、容器の開口の各々の角が、ブランク（
１）において隣り合う二つの本体用のパネル部（４，６
，８，１０，１２）の間の折線（５，７，９，１１）の
端に形成される。本発明は、また、このような容器（５
１）を形成する方法に関する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食品のための容器であって、
　前記容器は、食品を入れるための開口および前記開口の周りの閉鎖形成手段を備える本
体を有し、
　前記閉鎖形成手段は、
　　前記開口の少なくとも一部に設けるフランジ部と、
　　使用の際に前記フランジ部の第１面に接着されて前記容器を閉じる蓋部と、
　を有し、
　前記蓋部は、前記フランジ部となる部分と折線により連結される、
　容器。
【請求項２】
　請求項１記載の容器であって、
　前記蓋部を前記フランジ部となる部分に連結する前記折線は、前記蓋部を前記容器の本
体に連結する折線についての屈曲延長部である、
　容器。
【請求項３】
　請求項２記載の容器であって、
　前記容器は、ボール紙による基板と液体不浸透性層とからなる、
　容器。
【請求項４】
　請求項３記載の容器であって、
　前記液体不浸透性層は、フィルム層からなる、
　容器。
【請求項５】
　請求項４記載の容器であって、
　前記フィルム層は、前記ボール紙による基板の縁辺を越えて延び、１以上のフィルムの
はみ出し部を形成する、
　容器。
【請求項６】
　請求項５記載の容器であって、
　少なくとも１つのフィルムのはみ出し部は、前記フランジ部となる部分を形成する、
　容器。
【請求項７】
　請求項６記載の容器であって、
　前記フランジ部となる前記部分は、前記容器の前記密閉部と連結される、
　容器。
【請求項８】
　先行するいずれかの請求項に記載の容器であって、
　前記密閉部は、
　　少なくとも１つの折線を有し、前記容器を閉じる場合、前記密閉部の折返部が、前記
フランジ部についての、前記第１面とは反対側の第２面の少なくとも一部の上に、折り曲
げられることを許容する、
　容器。
【請求項９】
　請求項７記載の容器であって、
　前記密閉部の前記折返部は、フィルムのはみ出し部からなる、
　容器。
【請求項１０】
　食品のための容器であって、
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　前記容器は、
　　食品を入れるための開口および前記開口の少なくとも一部の周りに設けられたフラン
ジ部を備える、本体と、
　　使用の際に前記フランジ部の第１面に接着されて、前記容器を閉じる、密閉部と、
　を有し、
　前記密閉部は、
　　少なくとも１つの折線を有し、前記容器を閉じる場合、前記密閉部の折返部が、前記
フランジ部についての、前記第１面と反対側の第２面の少なくとも一部の上に、折り曲げ
られることを許容する、
　容器。
【請求項１１】
　請求項１０記載の容器であって、
　前記容器は、ボール紙による基板と液体不浸透性層とからなる、
　容器。
【請求項１２】
　請求項１１記載の容器であって、
　前記液体不浸透性層は、フィルム層からなる、
　容器。
【請求項１３】
　請求項１２記載の容器であって、
　前記フィルム層は、前記ボール紙による基板の縁辺を超えて延び、１以上のフィルムの
はみ出し部を形成する、
　容器。
【請求項１４】
　請求項１３記載の容器であって、
　前記密閉部の前記折返部は、フィルムのはみ出し部からなる、
　容器。
【請求項１５】
　請求項１０から１４のいずれか一項記載の容器であって、
　前記密閉部は、前記フランジ部となる部分と折線により連結される、
　容器。
【請求項１６】
　請求項８から１５のいずれか一項記載の容器であって、
　前記密閉部の前記折返部は、前記密閉部の角からなる、
　容器。
【請求項１７】
　請求項８から１６のいずれか一項記載の容器であって、
　前記密閉部の前記折返部は、前記密閉部の縁部において、前記フランジ部となる部分と
平行に構成されている、
　容器。
【請求項１８】
　請求項１から７のいずれか一項記載の容器であって、
　開封部を更に有する、
　容器。
【請求項１９】
　請求項８から１７のいずれか一項記載の容器であって、
　開封部を更に有する、
　容器。
【請求項２０】
　請求項１９記載の容器であって、
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　前記密閉部の前記折返部は、前記開封部の一部として形成される、
　容器。
【請求項２１】
　先行するいずれかの請求項に記載の容器であって、
　前記容器において前記閉鎖形成手段と隣り合う頂部に位置する、熱活性封止手段を更に
有する、
　容器。
【請求項２２】
　先行するいずれかの請求項に記載の容器であって、
　前記容器は、ブランクを折り曲げることにより形成される、
　容器。
【請求項２３】
　請求項２２記載の容器であって、
　前記ブランクは、前記組み立てた容器において隣り合う壁部を形成するパネル部の間に
、テープ部を備え、
　前記テープ部は、折り曲げられて、前記前記容器の前記外側に接着される、
　容器。
【請求項２４】
　先行するいずれかの請求項に記載の容器を形成するためのブランク。
【請求項２５】
　請求項２４記載のブランクであって、
　略矩形の第１端パネル部および第２端パネル部、前記第１端パネル部の縁から延びる三
角形の側パネル部、および、前記第２端パネル部の縁と側パネル部との間のテープ部、を
有し、
　二つのテープ部はそれらの間に折線を備え、
　前記ブランクの前記縁の周りのフランジ部は、複数に分離された部分からなり、第１端
パネル部、第２端パネル部、少なくとも１つの側パネル部、および少なくとも１つのテー
プ部と、フランジ部の折線により連結される、
　ブランク。
【請求項２６】
　請求項２５記載のブランクであって、
　ボール紙による基板と液体不浸透性フィルム層とからなり、
　前記フィルム層は、前記基板の縁辺を超えて延び、フィルムのはみ出し部を形成する、
　ブランク。
【請求項２７】
　請求項２６記載のブランクであって、
　前記フィルムのはみ出し部は、隣り合うテープ部の間に設けられる、
　ブランク。
【請求項２８】
　請求項２６または２７記載のブランクであって、
　前記フィルムのはみ出し部は、少なくとも１つのテープ部の自由縁辺に設けられる、
　ブランク。
【請求項２９】
　請求項２６から２８のいずれか一項記載のブランクであって、
　前記フィルムのはみ出し部は、少なくとも１つのフランジ部を形成する部分の自由縁辺
を超えて延びる、
　ブランク。
【請求項３０】
　請求項２２記載の容器であって、
　前記容器の本体は、前記ブランクの本体用のパネル部により形成される複数の壁部から
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なり、前記開口を画成し、
　前記開口は、複数の角を有し、
　前記開口の各々の角は、前記ブランクの二つのパネル部の間に形成されて、前記容器の
本体において隣り合う壁部の間の前記折線の端に形成され、
　前記閉鎖形成手段は、前記容器の本体の各々のパネル部に連結され、前記開口の各々の
角を連続的に周回する、
　容器。
【請求項３１】
　ブランクを折り曲げることにより形成される容器であって、
　前記容器は、複数の壁部を有する容器の本体からなり、前記ブランクにおける本体用の
パネル部から形成され、複数の角を有する開口を画成する、
　前記開口の各々の角は、前記容器の本体において隣り合う壁部を形成する二つの前記本
体用のパネル部の間にある、前記折線の端に形成され、
　前記容器は、更に、前記開口の周りに閉鎖形成手段を備え、
　前記閉鎖形成手段は、前記容器の本体の各々のパネル部に連結され、前記開口の各々の
角を連続的に周回する、
　容器。
【請求項３２】
　請求項３０または３１記載の容器であって、
　前記閉鎖形成手段は、前記容器の開口の少なくとも一部の周りのフランジ部を備える、
　容器。
【請求項３３】
　請求項３２記載の容器であって、
　前記フランジ部は、前記ブランクにおいて外側に折り曲げられる複数のパネル部を備え
る、
　外側に折り曲げられるパネル部の各々は、折線により、本体用のパネル部に連結される
、
　容器。
【請求項３４】
　請求項３３記載の容器であって、
　前記外側に折り曲げられるパネル部の間の間隙に、フィルムについての架け渡された部
分がある、
　容器。
【請求項３５】
　請求項３４記載の容器であって、
　前記フィルムは、伸縮可能である、
　容器。
【請求項３６】
　請求項３４または３５記載の容器であって、
　前記フィルムは、プラスチックフィルムである、
　容器。
【請求項３７】
　請求項３６記載の容器であって、
　前記プラスチックフィルムは、プラスチック材料による複数の層からなる、
　容器。
【請求項３８】
　請求項３７記載の容器であって、
　前記プラスチックフィルムは、同時押出により成形される、
　容器。
【請求項３９】



(6) JP 2014-503432 A 2014.2.13

10

20

30

40

50

　請求項３８記載の容器であって、
　前記プラスチックフィルムは、エチレンビニルアルコール（ＥＶＯＨ）の層と、それを
間に挟む低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）の二層と、からなる、
　容器。
【請求項４０】
　請求項３４から３９のいずれか一項記載の容器であって、
　前記フィルムは、前記容器の内面の全体に設けられる、
　容器。
【請求項４１】
　請求項３２から４０のいずれか一項記載の容器であって、
　前記閉鎖形成手段は、更に、蓋用のパネル部を備える、
　容器。
【請求項４２】
　請求項４１記載の容器であって、
　前記蓋用のパネル部は、本体用のパネル部と前記閉鎖手段の残部とに、折線により連結
される、
　容器。
【請求項４３】
　請求項４２記載の容器であって、
　前記蓋部を、前記密閉手段の残部となる部分に連結する、前記折線は、
　　前記蓋部を前記容器の本体に連結する折線についての屈曲延長部である、
　容器。
【請求項４４】
　請求項３０から４３のいずれか一項記載の容器であって、
　前記容器の本体についての、少なくとも１つの壁部は、前記ブランクにおいて、二つの
本体用のパネル部の間に形成された連結部分として機能する、
　容器。
【請求項４５】
　請求項４４記載の容器であって、
　前記連結部分は、本体用の第１パネル部に対して折り返して連結される第１タブ部と、
本体用の他のパネル部とを接着することにより、形成され、
　これにより、追加的なパネル部が、前記容器についての１つの壁部の外側に形成され、
前記本体用の第１パネル部の一部の上に重なる、
　容器。
【請求項４６】
　請求項４５記載の容器であって、
　前記閉鎖形成手段は、
　　前記本体用の第１パネル部と折線により連結される、密閉を形成する第１パネル部と
、
　　前記本体用の他のパネル部と折線により連結される、密閉を形成する他のパネル部と
、
　を備え、
　密閉を形成する前記第１パネル部の縁辺は、密閉を形成する前記他のパネル部の縁辺と
当接する、または隣接して配置される、
　容器。
【請求項４７】
　請求項４６記載の容器であって、
　密閉を形成する前記第１パネル部の前記縁辺は、前記容器の本体と傾斜した角度で連結
する、
　容器。
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【請求項４８】
　請求項４６または４７記載の容器であって、
　プラスチックフィルムについての支持されていない部分は、密閉を形成する前記第１パ
ネル部の前記縁辺と前記第１タブ部との間に、設けられる、
　容器。
【請求項４９】
　請求項４８記載の容器であって、
　密閉を形成する前記他のパネル部は、プラスチックフィルムについての、前記支持され
ていない部分に接着される、
　容器。
【請求項５０】
　請求項４５から４９のいずれか一項記載の容器であって、
　前記容器の頂部は、
　　本体用の前記第１パネル部と折線により連結される第１小タブ部と、
　　本体用の前記他のパネル部と折線により連結される、他の小タブ部と、
　を備え、
　前記第１小タブ部の縁辺は、前記他の小タブ部の縁辺と当接する、または隣り合って配
置される、
　容器。
【請求項５１】
　請求項５０記載の容器であって、
　前記第１小タブ部の前記縁辺は、前記容器の本体と傾斜した角度で連結する、
　容器。
【請求項５２】
　請求項５０または５１記載の容器であって、
　プラスチックフィルムについての、支持されていない部分は、前記第１小タブ部の前記
縁辺と前記第１タブ部との間に、設けられる、
　容器。
【請求項５３】
　請求項５２記載の容器であって、
　前記他の小タブ部は、プラスチックフィルムについての、前記支持されていない部分に
接着される、
　容器。
【請求項５４】
　請求項４４から５３のいずれか一項記載の容器であって、
　前記容器の本体についての、少なくとも１つの壁部は、前記ブランクにおいて、二つの
本体用のパネル部の間を連結するように形成される、
【請求項５５】
　請求項４３記載の容器であって、
　前記閉鎖形成手段は、前記容器の開口周りで連続し、前記連結部分において終始する、
材料を含む、
　容器。
【請求項５６】
　請求項４４または４５記載の容器であって、
　前記容器の本体における略三角形の壁部は、前記ブランクにおいて、二つの本体用のパ
ネル部の間に連結して形成される、
　容器。
【請求項５７】
　請求項４４から５６のいずれか一項記載の容器であって、
　前記容器の本体についての略矩形の壁部は、前記ブランクにおいて、二つの本体用のパ
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ネル部の間に連結して形成される、
　容器。
【請求項５８】
　請求項５０から５３のいずれか一項記載の容器であって、
　前記容器の壁部内には、前記容器の頂部から延び、頂部から離れる方向へ延びる、折線
が．設けられる、
　容器。
【請求項５９】
　請求項３０から５８のいずれか一項記載の容器を形成するためのブランク。
【請求項６０】
　請求項５９記載のブランクであって、
　前記ブランクは、基板層と、フィルム層とを有し、
　基板層は、本体用の複数のパネル部、および前記本体用の複数のパネル部の縁辺に連結
されて密閉を形成する複数のパネル部を有し、複数のパネル部が、使用の際に前記容器の
前記開口を画成し、前記本体用のパネル部および密閉を形成するパネル部は、前記基板層
に設けた折線により画成され、
　フィルム層は、前記基板層の全体を覆い、隣り合う密閉用パネル部の間の間隙に渡され
る、
　ブランク。
【請求項６１】
　請求項６０記載のブランクであって、
　前記密閉用パネル部の一つは、蓋用のパネル部として設けられ、本体用のパネル部の一
つ及び密閉を形成する他の二つのパネル部に、折線により連結される、
　ブランク。
【請求項６２】
　請求項６１記載のブランクであって、
　前記折線についての、前記蓋用のパネル部を、密閉を形成する他の二つのパネル部に連
結する前記部分は、
　前記折線についての、前記蓋部を前記容器の本体に連結する部分に対して、
　角度を持っている、
　ブランク。
【請求項６３】
　請求項６０から６２のいずれか一項記載のブランクであって、
　本体用の第１パネル部は、使用の際に本体用の他のパネル部連結される第１タブ部とと
もに設けられ、
　前記本体用の二つのパネル部は、容器の本体についての１つの壁部を、一緒に形成する
、
　ブランク。
【請求項６４】
　請求項６３記載のブランクであって、
　本体用のパネル部の一つに、追加的な折線が設けられる、
　ブランク。
【請求項６５】
　請求項６４記載のブランクであって、
　前記追加的な折線は、使用の際に、本体用の二つのパネル部により形成される壁部と反
対において前記容器の壁部を形成する、前記本体用のパネル部に設けられる、
　ブランク。
【請求項６６】
　容器を形成する方法であって、
　　請求項６５記載の前記ブランクを取得するステップと、
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　　前記ブランクを前記追加的な折線で折り曲げことにより、前記第１タブ部を、前記本
体用の他のパネル部の縁辺の上に重ねるステップと、
　　前記第１タブ部を前記本体用の他のパネル部に接着するステップと、
　　　前記本体用の第１パネル部に対して前記第１タブ部を折り返して、前記容器の本体
を開き広げるステップと、
　を有する方法。
【請求項６７】
　請求項６６記載の方法であって、
　本体用の前記第１パネル部および他のパネル部に設けられる他のタブ部を、本体用の第
３パネル部に設けられる同様のタブ部に接着して、前記容器の本体を形成するステップ、
　を更に有する方法。
【請求項６８】
　請求項６６または６７記載の方法であって、
　前記パネル部は、熱封止により互いに接着される、
　方法。
【請求項６９】
　添付の図面を参照して明細書に実質的に説明した容器。
【請求項７０】
　添付の図面を参照して明細書に実質的に説明したブランク。
【請求項７１】
　添付の図面を参照して明細書に実質的に説明した容器を形成する方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器に関し、他の容器を除外するわけではないが、特にサンドイッチ容器の
ような食品を入れる容器に関する。
　本発明は、また、このような容器のためのブランクと、このような容器を形成する方法
と、に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サンドイッチのような商品を封止された容器に包装すること、封止された容器がボール
紙のようなブランク材を折り曲げることにより形成されること、が知られている。
　本明細書において「ボール紙」とは、包装紙、厚紙、これらに類する材料をいう。
【０００３】
　包装された食品の保存可能期間を延長するためには、密閉された容器に残る酸素量を減
らすこと、好ましくはゼロとすること、が望ましい。
　これは、包装内の空気を単に除去する真空包装（vacuum packaging）、または、窒素、
アルゴン若しくは二酸化炭素のような１若しくは複数のガスを充填することにより包装内
の空気を強制的に排出するガス充填包装（gas flushing）、により達成できる。
　さらに好ましくは、「ＭＡ包装（modified atmosphere packaging）」と知られる技術
を採用できる。ＭＡ包装では、最初に容器内の空気を除去し、続けて上述した１若しくは
複数のガスにより置換する。
　最初に空気を抜くステップは、容器内に残存酸素が残されないようにし、これによりガ
ス充填包装における典型的な問題を防ぐ。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したいずれの技術も有効とするためには、封止された容器ができるかぎり気密であ
ることが重要である。
　ＭＡ包装の完全性では特に、容器に用いる気密シールの品質に高く依存している。
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【０００５】
　包装の設計を改良するための数々の試験が実施され、特にボール紙の容器では適切な封
止が形成できるように数々の試験が実施され、これらの発展を目的とした数々の特許出願
がなされている。
　１つの重要な発展は、ボール紙の容器またはブランクの内面全体に、切れ目のないプラ
スチックフィルムを使用し、不浸透層を提供することにある。
　ヒートシーリング技術の利用の増加に伴い、ブランクそのものの設計が改善される。
　しかしながら、ＭＡ包装が実現するためには、容器の完全性を更に改善する必要がある
。
【０００６】
　たとえば、容器の本体から切れ目（discontinuity）を完全に無くすことはできない。
特に、容器の開口の角から、容器の本体と蓋部または密閉部との連結部分から、切れ目を
完全に無くすことはできない。
　容器のブランクは、通常、パネル部と、組み立てた容器の開口の周りから外向きに延び
るフランジ部とを有する。フランジ部に蓋用のパネル部が接着されることにより容器が閉
じられる。
　しかしながら、ブランクがその最終形状に折り曲げられる必要があるため、フランジ部
を形成する部分は、幾つかに分離した部分により提供しなければならない。
　容器の蓋用のパネル部がフランジ部に接着される場合、フランジ部を形成する部分の間
の間隙は、残りのフランジ部と蓋部との間ほど効果的に封止されない。
　これは、組み立てた容器の封止の完全性を損なう。
【０００７】
　上述した間隙は、容器のブランクを注意深く設計することにより、しばしば最小限にで
きる。特に、１つ以上のフランジ部を形成するパネルの長さを延長することにより、最小
限にできる。
　しかしながら、ある種のブランクの構成では、他の部分を好適にできても、上記パネル
をこのように延長できず、その結果として比較的大きい間隙が残る。
【０００８】
　本発明の目的は、上述した課題に対処して改善された封止を提供する容器またはブラン
クを提供することにある。
　本発明の目的は、ブランクから形成される容器を提供し、容器の中身をＭＡ包装するた
めの改善された封止を提供し、容器に収容される製品、たとえば食品の寿命を延ばす、こ
とにある。
　本発明の更なる目的は、簡単に形成できる容器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、添付の請求項１で定義される容器、添付の請求項１０で定義される容器、お
よび、ここに記述された容器を形成するためのブランク、を提供する。
【００１０】
　容器およびブランクについての更に利点のある特徴は、従属項に記載される。
【００１１】
　蓋部をフランジ部の一部と連結することにより、蓋部のいずれの基端による容器の角に
おいて、フランジ部の間隙ができることを防止できる。
【００１２】
　蓋部として折り曲げ可能な部分を、容器の少なくともフランジ部としての部分の上に折
り曲げることにより、フランジ部に存在し得る間隙が効果的に封止される。
【００１３】
　容器は、ボール紙による基板と、液体不浸透性層とからなり、液体不浸透性層は、好ま
しくはフィルム層からなる、とよい。
　前記フィルム層は、ボール紙による基板の縁辺を越えて延び、１以上のフィルムのはみ
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出し部を形成する、とよい。
　前記フィルムのはみ出し部は、特に、蓋部として折り曲げ可能な部分に設けてよいが、
容器の封止を改善するために他の部分に設けてもよい。
【００１４】
　蓋部において折り曲げ可能な部分は、たとえば、蓋部の角でよい。または蓋部の縁辺で
よい。
【００１５】
　蓋部は、容器の本体から分離して構成された要素でよく、または容器の本体に連結され
た構成要素でもよい。
　特に、蓋部は、容器のフランジ部となる部分に対して、折線により連結されてよい。
【００１６】
　容器は、好ましくは、折り曲げたブランクから形成される。
　容器の開口の各角は、容器の本体において隣り合う壁部となる二つの本体用のパネル部
の間の折線の端により形成されてよい。容器は、さらに、前記開口の周りの閉鎖形成手段
を含み、閉鎖形成手段が開口の各々の角の間で連続的に周回する、とよい。
　連続的に（continuous）とは、閉鎖形成手段に切れ目が無いことを意味し、たとえば、
ブランクにおいて隣り合わない部分の間が連結されていることを意味する。
　替わりに、ブランクは、組み立てた容器の壁部となるパネル部の間にテープ部（webbin
g）を含み、前記テープ部が折り曲げられて容器の外側に接着される、とよい。
　組み立てた容器の内側に切断縁が存在しないようになり、これにより油脂または他の液
体が容器の材料に浸透する機会を減らす。完全性を改善できる。
【００１７】
 上述した容器を形成するためのブランクは、好ましくは、ボール紙による基板と、フィ
ルム層といった液体不浸透性層と、からなる。
　前記フィルム層は、ボール紙による基板の縁辺を越えて延び、組み立てた容器の自由縁
の各々に１つ以上のフィルムのはみ出し部を形成する、とよい。
　はみ出し部は、また、前記ブランクから形成される容器の本体の通常の封止を改善する
ために、他の部分に設ける、とよい。たとえば、隣り合うテープ部の間に、１以上のテー
プ部の自由端に、および／または、隣り合う二つのフランジ部を形成する部分の間に、設
けるとよい。
　ある種の実施態様では、１以上のフランジ部となる部分は、特に容器の密閉部が連結さ
れる部分は、ボール紙による基板を超えて延びるフィルム層のみにより提供される、とよ
い。
　フィルムは、必要に応じて、熱封止できる、とよい。
【００１８】
　本発明は、また、添付する請求項３１に対応する容器、および、そのような容器を形成
するためのブランク、を提供する。
　更なる有益な特徴は、添付の従属請求項に記載する。
【００１９】
　本発明の更なる優れた特徴は、従属項に記載する。
【００２０】
　上述したように、容器の開口の角は、一般的には、容器を封止することが最も難しい部
分のうちの一つである。
　この課題を解決するための各種の方法が提供されているが、その殆どは懐疑的であるが
、追加のパネル部による複雑な構造を要求したり、フィルムについての角を封止する部分
について複雑な構造を要求したり、ブランクにおいて隣り合うパネル部の間に折り曲げに
よる角を形成することを要求したりする。
　しかしながら、ブランクから形成される容器では、通常、少なくとも１つの角が、ブラ
ンクにおいて隣り合わない二つのパネル部の間に形成される。これらの解決策は、採用で
きない。
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　本発明は、容器の角の一つ一つが、容器のブランクの縁辺同士を連結することにより形
成されるよりも、折線で形成される、ことを確実にする。
　これにより、容器のすべての角を封止することが容易になる。
【００２１】
　容器は、ブランクを折り曲げることにより形成され、容器の開口の各々の角は、容器の
本体において隣り合う壁部を構成する二つの本体のパネル部の間の折線の端に形成され、
さらに、容器は、前記開口の周りに、開口の各々の角を連続的に周回する閉鎖形成手段を
含む。
　連続的に（continuous）とは、閉鎖形成手段に切れ目が無いことを意味し、たとえば、
ブランクにおいて隣り合わない部分の間で連結していることを意味する。
【００２２】
　閉鎖形成手段は、少なくとも容器の開口となる部分の周りに形成されるフランジ部を含
む、とよい。
　好ましくは、フランジ部は、ブランクにおいて外向きに折り曲げられる複数のパネル部
により形成され、各々が本体となるパネル部と折線により連結される。
【００２３】
　容器はボール紙による基板と液体不浸透性層とからなり、液体不浸透性層は好ましくは
フィルム層からなる、とよい。
　前記フィルム層は、ボール紙による基板の縁辺を超えて延び、１以上のフィルムのはみ
出し部を構成する、とよい。
　前記フィルムのはみ出し部は、特に蓋部として折り曲げ得る部分に設ける、とよい。ま
た、容器の封止を改善するために、他の部分に設けてよい。
【００２４】
　外向きに折り曲げられるパネル部の間に存在する間隙には、不浸透性のフィルムが掛け
渡され、好ましくは伸縮可能な不浸透性のフィルムが掛け渡される、とよい。
　容器の開口における各々の角がブランクの折線により形成されるため、伸縮するフィル
ムは、容器の開口のいずれの角に簡単に設けることができる。
【００２５】
　不浸透性のフィルムは、好ましくは、プラスチックフィルムであり、たとえば、同時押
出成形し得る複数のプラスチック材料の層からなる。
　一つの適切なフィルムは、二つの低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）層の間にエチレンビ
ニルアルコール（ＥＶＯＨ）層を挟んだ構造を有する。
【００２６】
　プラスチックフィルムは、好ましくは、容器の内面の全体の上に設ける。
【００２７】
　容器の閉鎖形成手段は、更に、蓋用のパネル部を含む、とよい。
　蓋用のパネル部は、本体としてのパネル部および閉鎖手段の残りの部分と、折線により
連結される、とよい。
【００２８】
　蓋用のパネル部を、閉鎖手段についてのそれに隣り合う部分と連結することにより、蓋
部のいずれの基端側での容器の角において、フランジ部に間隙が形成されることを防止す
ることができる。
【００２９】
　蓋部として折り曲げ可能な部分を、容器の少なくともフランジ部としての部分の上に折
り曲げることにより、フランジ部に存在し得る間隙が効果的に封止される。
【００３０】
　蓋部の折返部は、たとえば蓋部の角または蓋部の縁辺に形成されてよい。
【００３１】
　好ましくは、容器の本体の壁部の１つは、ブランクにおいて、二つの本体用のパネル部
の間の連結部分となる。
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　閉鎖形成手段は、連結部分で終始する、容器の開口の周りで連続的に周回する部分の材
料を含む、とよい。
　連結部分は、壁部としてのパネル部の中央に位置してよいが、必ずしもその必要はない
。
　重要なのは、連結部分を、容器の角から、平らな壁部の中位置に移すことにある。連結
部分の周りの封止が格段に簡単になる。
【００３２】
　連結部分は、本体の第１パネル部に連結されてその背面が第１パネル部に対して折り曲
げられた第１タブ部を、本体の他のパネル部に接着することにより形成する、とよい。こ
れにより、追加的なパネル部が容器の壁部の外側に形成される。本体の第１パネル部と重
なる部分が形成される。
　追加的なパネル部は、容器に追加的な強度を与え、タブ部による折り返しにより良好な
封止が得られる。
【００３３】
　好ましくは、本体の第１パネル部は、密閉を形成する第１パネル部と折線により連結さ
れ、本体の他のパネル部は、密閉を形成する他のパネル部と折線により連結され、密閉を
形成する第１パネル部の縁辺と密閉を形成する他のパネル部の縁辺とが隣接する。
　これにより、組み立てた容器のフランジ部において、パネル部同士が重ならなくなる、
ことが確実になる。蓋部が、容器の開口の上に信頼性のある封止を形成できる、ことを確
実にする利益がある。
【００３４】
　密閉を形成する第１パネル部および他のパネル部を、容器の本体の連結部分に対して傾
斜した角度とし、容器に曲がりくねった継目／連結を設けてよい。
　この曲がりくねった継目は、組み立てた容器についてガスの漏れ出しおよび吹き込みを
防ぐ、利点がある。
【００３５】
　密閉を形成する第１パネル部の縁辺と第１タブ部との間に、プラスチックフィルムにつ
いての、支持されていない部分が提供される。好ましくは、密閉を形成する他のパネル部
が、プラスチックフィルムについての、前記支持されていない部分に接着される。
　これにより、連結部分の全体に、優れた密閉性が提供される。
　フィルムの部分が、本体の第１パネル部と第１タブ部との間の折線に至るほど延びる場
合、容器を形成するために第１タブ部を折り返すことにより二重のフィルム層が提供され
、かなり優れた封止が提供される。
　支持されないフィルム層は、好ましくは、ブランクの基材の材料に覆われる。たとえば
上述した密閉を形成するパネル部の配置の結果として、熱封止工程で熱が直接加えられる
ことから、フィルムを保護する。
【００３６】
　上述したものと同様の特徴は、また、容器の頂部を封止するために適用してよい。
　第１小タブ部および他の小タブ部は、本体の第１パネル部と他のパネル部との縁辺に、
すなわち密閉を形成する第１パネル部と他のパネル部が設けられる縁辺とは反対側の縁辺
に、提供する、とよい。上記を参照する特徴の利益と同じものが得られる。
　密閉を形成する第１パネル部および他のパネル部は、組み立てた容器において、蓋用の
パネル部と接着されるところ、第１小タブ部および他の小タブ部は、ブランクにおける本
体用の第３パネル部に接着してよい。
【００３７】
　上述した特徴は、封止のために二重の基板の層を通して熱を加えねばならなくなること
を、弱いプラスチックフィルムを保護するために層を更に追加することなく、防止するよ
うに機能する。
　同様の特徴は、同様の効果を達成するために、容器の他の部分に提供してよい。たとえ
ば、本体のパネル部に折線で連結される他のタブ部は、容器を形成するために、互いに封
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止する必要がある。
【００３８】
　容器は、サンドイッチ容器でよい。特に、対角線で切ったサンドイッチのための略三角
形のサンドイッチ容器でよい。
　この場合、連結部分が、三角形の壁部より略矩形の壁部に設けられる、ことがしばしば
好まれる。
　容器は、また、各種の食品、その他の製品のための容器でよい。
　連結部分を、三角形の壁部に設けることも可能である。必要であれば、１以上の連結部
分を、上述したように設けることが可能である。
【００３９】
　本発明は、また、上述したように、容器を形成するためのブランクを提供する。
【００４０】
　好ましくは、ブランクは、たとえばボール紙のような基板の層からなる。ブランクは、
本体用の複数のパネル部と、本体の複数のパネル部の縁辺に連結されて密閉を形成する複
数のパネル部と、を有する。本体の複数のパネル部の縁辺は、使用時に、容器の開口を画
成する。
　本体のパネル部と、密閉を形成するパネル部とは、基板の層に設けた折線または分割線
により画成する、とよい。不浸透性のフィルムは、好ましくは、基板の層の全体を覆い、
隣り合う密閉用パネル部の間の間隙に渡される。
【００４１】
　密閉用のパネル部の一つは、本体用の一つのパネル部と、密閉を形成する他の二つのパ
ネル部とに、折線により連結された、蓋用のパネル部を提供する、とよい。
　蓋用のパネル部が、密閉を形成する他のパネル部と折線で連結することにより、蓋部が
取り付けられた状態で容器の開口の角に形成され得る間隙を無くす。
【００４２】
　ブランクにおいて、好ましくは、本体用の第１パネル部は、第１タブ部を提供する。第
１タブ部は、本体用の他のパネル部に使用時に連結される。本体用の前記二つのパネル部
は、共に、容器の本体の１つの壁部を形成する。
　追加の折線は、また、本体の１つのパネル部に提供してよい。好ましくは、使用時に容
器の壁部を形成する本体のパネル部であって、本体の前記二つのパネル部により形成され
る壁部の反対側のパネル部に、提供してよい。
　折線は、本体の該パネル部の中央に設けてよいが、これは不可欠ではない。
【００４３】
　上記ブランクから容器を形成する方法は、ブランクを折り曲げる工程、可能であれば上
述した追加の折線でブランクを折り曲げる工程、を含む。これにより、第１タブ部が、本
体の他のパネル部の縁辺と重なり、前記第１タブ部を本体の他のパネル部に接着し、容器
の本体を広げるように、本体の第１パネル部に対して第１タブ部を折り戻せる。
　本体の前記第１パネル部および他のパネル部に他のタブ部を設け、他のタブ部を、容器
の本体を形成する本体用の第３パネル部に設けた同様のタブ部に接着してよい。
　好ましくは、熱封止により接着が達成される。
【００４４】
　すべての場合、容器は、破ることができる開封部をさらに備える、とよい。開封部は、
たとえば、蓋部およびフランジ部に設けた分割線により構成できる。
　替わりに、または追加的に、容器は、容器の頂部において、ドット状樹脂のような、熱
活性封止手段を備える、とよい。たとえば、蓋部と容器の開口との接触面に、備えるとよ
い。
　開封部が設けられる場合、フィルム層には、必要に応じてミシン目を設けてよい。さも
なければ、必要に応じて空気を透過できてよい。
【００４５】
　本発明のより良い理解は、以下の詳細な説明から得られるであろう。
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　その説明は、例示に過ぎない。図面を共に参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】図１は、本発明における容器を形成するためのブランクの平面図である。
【図２】図２は、図１のブランクから形成される、開状態での容器の斜視図である。
【図３】図３は、半分に折り曲げた状態での、１のブランクを平面図である。
【図４】図４は、図３のように折り曲げたブランクから容器を形成する過程を示す斜視図
である。
【図５】図５は、図２の容器を頂部から見た図であり、閉じて／封止された状態にある容
器を示す図である。
【図６】図６は、本発明の他の実施形態での、容器のブランクの平面図である。
【図７】図７ａから７ｃには、図６のブランクをサンドイッチ容器に折り曲げることを示
す。
【図８】図８は、図６のブランクから形成される容器の斜視図である。
【図９】図９は、図８から更に封止した容器の斜視図である。
【図１０】図１０は、本発明の更に他の実施形態での、容器のブランクの平面図である。
【図１１】図１１は、図１０のブランクから形成される容器の斜視図である。
【図１２】図１２は、図８から更に封止した容器の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　容器のブランク１は、図１に示すように、三角形のサンドイッチパックに形成されて、
対角線で切断したサンドイッチに用いられる。
　ブランク１は、ボール紙による基板層を含み、折線で複数のパネル部に分割される。
　この中の幾つかのパネル部４，６，８，１０，１２は、組み立てた容器の本体を画成す
る壁部となり、パネル部１４，１６，１８，２０，２２は、組み立てた容器の密閉部とな
り、残りのパネル部２，２４，２８，３２は、容器の本体を共に接着するためのタブ部と
して提供される。
【００４８】
　図１に示すブランク１を手に取って反時計周りに回すと、大タブ部２は、略矩形の本体
用の第１パネル部４の第１長縁辺に連結される。
　本体用の第１パネル部４の第２長縁辺は、本体用の第２パネル部６の第１短縁辺に連結
される。第２パネル部６は、二つの短縁辺と一つの長縁辺とを有する二等辺三角形の形状
である。
　本体用の第２パネル部６の第２短辺縁は、本体用の第３パネル部８の第１長縁辺に連結
される。
　本体用の第１パネル部４のように、本体用の第３パネル部８は、略矩形であり、その短
縁は、本体用の第１パネル部４の短縁辺と比べて二倍の長さである。
　三角形の本体用の第４パネル部１０は、その第１短縁辺が、本体用の第３パネル部８の
第２長縁辺に連結される。
　本体用の第４パネル部１０は、本体用の第２パネル部６と類似の二等辺三角形である。
その第２短縁辺は、略矩形の本体用の第５パネル部１２の第１長縁辺と連結される。
　本体用の第５パネル部１２の短縁辺は、本体用の第１パネル部４の短縁辺より長いが、
本体用の第３パネル部８の短縁辺より短い。
【００４９】
　図２は、図１に示すブランク１から形成される容器５１を示す。
　本体用の第２パネル部６および第４パネル部１０は、容器の三角形の壁部を形成する。
奥側にある略矩形の壁部は、本体用の第３パネル部８により形成される。他方の略矩形の
壁部は、本体用の第１パネル部４と第５パネル部１２とにより形成される。これらは、大
タブ部２を、本体用の第５パネル部１２の一部に接着することにより互いに連結される。
　この配置での重要な意味は、容器５１の本体における連結部分が、すなわちブランク１
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が互いに接着される部分が、容器の頂部３０と開口との間で、容器５１の本体の角ではな
くて、容器５１の壁部の中央に位置する、ことにある。
　これは、隣り合う本体用のパネル部の間にある単なる折線５，７，９，１１が、容器５
１の本体の各々の角を形成する、ことを意味する。
　さらに頂部の折線２５が、頂部から、三角形の本体用の第４パネル部１０の長縁辺の中
点へ向けて、およそその半分まで延びる、ことを見ることができる。
　図１に示すように、ブランク１において、本体用の第２パネル部６にも、上述した頂部
のパネル部２５が提供される。
　頂部の折線２５は、後述するように、容器を形成する際に利益がある。
【００５０】
　追加的な折線３は、大タブ部２と本体用の第１パネル部４との間で延びる。この折線３
は、図２において破線で示される。
　図２では見ることができないが、大タブ部２は、本体用の第１パネル部４について、折
線３で折り返される。このため、大タブ部２は、本体用の第１パネル部４と本体用の第５
パネル部１２の一部との間に挟まれる。
　ブランク１から形成される容器５１の構造は、後に詳しく説明する。
【００５１】
　略矩形に描画されているが、本体用の第１パネル部４、第３パネル部８および第５パネ
ル部１２の各々は、実際には僅かにテーパ形状であり、これにより容器５１の開口が、容
器の頂部３０より幅広となる。
　これは、多数の空の容器５１を積み重ねることを許容し、サンドイッチを容器５１に入
れる動作を簡便とするために好ましいが、不可欠ではない。
【００５２】
　図１のブランク１は、また、密閉を形成する複数のパネル部１４，１６，１８，２０，
２２を含み、組み立てた容器５１の密閉部を形成する。
　密閉を形成するパネル部の各々は、本体用のパネル部４，６，８，１０，１２の縁辺に
設けられ、使用時に図２の組み立てた容器５１の開口を画成する。
　特に、フランジ部を形成する四つのパネル部１４，１８，２０，２２は、折線により、
本体用の第１パネル部４の縁辺，本体用の第３パネル部８の縁辺，本体用の第４パネル部
１０の縁辺、および本体用の第５パネル部１２の縁辺に、個別に連結される。蓋用のパネ
ル部１６は、折線により、本体用の第２パネル部６の縁辺と連結される。
【００５３】
　小タブ部２４，２８，３２は、本体用の第１パネル部４の縁辺，第３パネル部８の縁辺
、および第５パネル部１２の縁辺において、フランジ部を形成する各々のパネル部１４，
１８，２２の反対側に設けられる。
　便宜上、本体用の第１パネル部４に連結される小タブ部２４は、第１小タブ部という。
本体用の第３パネル部８に連結される小タブ部２８は、第３小タブ部という。本体用の第
５パネル部１２に連結される小タブ部３２は、第５小タブ部という。
　フランジ部を形成するパネル部１４，１８，２０，２２についても、同様の命名法を適
用する。
【００５４】
　ブランク１は、さらに、ボール紙による基板の全体にわたって適用される、プラスチッ
クフィルム層を含む。
　プラスチックフィルムは、各種の利益を提供する。最も記述すべきことは、ボール紙に
よる基板への液体の浸透を防止する。十分な気密層を提供してガス充填包装を可能とする
。熱で封止できる媒体として機能して、組み立てた容器５１を互いに接着する。
【００５５】
　実験により決定されたこととして、特に適したフィルムの一つは、二つの低密度ポリエ
チレン（ＬＤＰＥ）層の間に、エチレンビニルアルコール（ＥＶＯＨ）層を挟んで成る。
　本発明の好ましい実施形態において、フィルムの総厚さは、４０ミクロンである。
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　これは、１８．５ミクロン厚のＬＤＰＥによる上層、３ミクロン厚のＥＶＯＨによる中
間層、１８．５ミクロン厚のＬＤＰＥによる下層により代表される。
　以下の特性を示す適切な共押出フィルムは、フランスのＬｅｙｇａｔｅｃｈ社から入手
できる。
【００５６】
－破断時応力（ＭＤ／ＴＤ）：　２７／１６Ｍｐａ
－破断時伸び（ＭＤ／ＴＤ）：　４１０／４７０％
－引き裂き抵抗（ＭＤ／ＴＤ）：　９５／２０５Ｎｍｍ－１

【００５７】
　フィルムは、また、２４時間当たり７．５ｇｍ－２未満の水蒸気透過率（摂氏３８度、
相対湿度９０％）と、２４時間当たり２ｃｍ３ｍ－２以下の酸素透過性（摂氏２３度、相
対湿度０％）と、を示す。
【００５８】
　ボール紙による基板に存在する間隙には、プラスチックフィルムによる、支持されてい
ない部分が設けられる。
　特に、プラスチックフィルムの第１三角部１９は、フランジ部を形成する第３パネル部
１８と、フランジ部を形成する第４パネル部２０との間に、提供される。プラスチックフ
ィルムの第２三角部２１は、フランジ部を形成する第４パネル部２０と、フランジ部を形
成する第５パネル部２２との間に、提供される。
　フィルムの第３三角部１３は、大タブ部２と本体用の第１パネル部４との間の折線３の
端に提供され、フランジ部を形成する第１パネル部１４と隣り合う。フィルムの第４三角
部２３は、前記折線３の反対側の端に提供され、第１小タブ部２４と隣り合う。
　最後に、蓋用のパネル部１６には、プラスチックフィルムによる窓２６が提供される。
【００５９】
　一般的に、ブランクから形成される容器のフランジ部は、幾つかに分離した部分で形成
される。
　これは、ブランクの材料を破ることなく、フランジ部を容器の壁部から外向きに折り曲
げるために、必要である。
　この一般的な構成の課題は、フランジ部の個々の部分の間には間隙が必然的に存在し、
組み立てた容器の角に間隙が形成され、優れた封止を確実にするためには望ましくない。
　図１のブランク１において、プラスチックフィルムの第１三角部１９および第２三角部
２１は、伸縮可能である。フランジ部を形成する第３パネル部１８、第４パネル部２０、
および第５パネル部２２を外側に折り曲げることができる。ブランク１を破ることなく、
容器５１の角に連続的なフランジ部を形成できる。
【００６０】
　図１は、組み立てた使用時の容器５１の外となる側から、ブランク１を示す。
　プラスチックフィルム層は、組み立てた使用時の容器５１の内となる側から、重ねられ
る。
　簡便のために、以下においては、ブランクの各々の表面は、単に内面または外面という
。
【００６１】
　容器５１の角に間隙が存在しないこと、蓋用のパネル部１６についての対向する縁辺に
間隙が存在しないこと、を確実にするために、蓋用のパネル部１６は、フランジ部を形成
する第１パネル部１４および第３パネル部１８と連結される。蓋用のパネル部１６と本体
用の第２パネル部６との間の折線を延長した、二つの屈曲延長部１５，１７により、連結
される。
【００６２】
　図３に、図１のブランク１から図２の容器５１を形成する形成工程の第１ステップを示
す。
　ブランク１は、本体用の第３パネル部８とフランジ部を形成する第３パネル部１８と第
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３小タブ部２８とに設けられた折線３３に沿って、半分に折り曲げた状態で示される。
　本体用の第４パネル部１０および第５パネル部１２は、本体用の第２パネル部６、第１
パネル部４および大タブ部２の下側に折り曲げられている。これにより、ブランクの二つ
の片割れ同士の内面は、互いに接する。
　フランジ部を形成する第５パネル部２２は、フランジ部を形成する第１パネル部１４お
よびフィルムの第３三角部１３の下側に位置する。一方、第５小タブ部３２は、第１小タ
ブ部２４およびフィルムの第４三角部２３の下側に位置する。
　フランジ部を形成する第４パネル部２０は、蓋用のパネル部１６にある窓２６を通して
見える。
【００６３】
　図３に示すようにブランク１を一時的に折り曲げた状態で、熱が加えられ、大タブ部２
は、その下側に位置する本体用の第５パネル部１２の縁辺と接着する。
　特に、図示する姿勢に折り曲げたブランクの下側に、熱が加えられる。大タブ部２の下
に位置する、本体用の第５パネル部１２の外面領域に、熱が加えられる。プラスチックフ
ィルムにおいて、折線３の両端に位置する第３三角部１３および第４三角部２３に、熱が
加えられる。
　図３において見える位置にある、フィルムからなる第３三角部１３および第４三角部２
３には、熱が直接に加えられない。これにより、プラスチックフィルムの損傷を避ける。
　詳細は、後述する。
　しかしながら、大抵の場合、本体用の第５パネル部１２への熱の印加は十分にする。本
体用の第５パネル部１２についての、プラスチックフィルムの第３三角部１３および第４
三角部２３と重なる部分を封止する。
【００６４】
　容器５１を形成するための次の工程では、三角形の本体用の第２パネル部６と第４パネ
ル部１０とを離間する。本体用の第３パネル部８を平らに引き起こす。大タブ部２を、大
タブ部と本体用の第１パネル部４との間の折線３において、本体用の第１パネル部４の方
へ折り返す。
　図４では、この開き過程を図示しようと試みている。
　大タブ部２は、本体用の第１パネル部４側に折り返される。これにより、フィルムの第
３三角部１３と第４三角部２３とは、二つ折りになる。
　本体用の第５パネル部５は図示していないが、ボール紙による基板の縁辺は、フランジ
部を形成する第５パネル部２２において曲がり、第５小タブ部３２は、図４に見えるフィ
ルムの第３三角部および第４三角部の縁辺と角度をつけて一致する、ことに留意されたい
。
【００６５】
　容器５１の頂部３０を封止するために用いられる熱封止工程は、一般的に、上述するよ
うに三角形の本体用のパネル部６，１０を分離し、小タブ部２４，２８，３２を加熱ロー
ラで共挟みする、ことを含む。
　容器５１の頂部３０を挟む動作が、容器５１の三角形の壁部６，１０により阻まれる場
合、課題が生じ得る。
　小タブ部２４，２８，３２が十分にしっかりと共挟みされない、または、三角形の壁部
６，１０の材料が、共挟み工程でストレスを受ける、というリスクが生じる。
　いずれの課題も、三角形の壁部６，１０の各々の頂点から延びる頂部の折線２５を設け
ることにより、解消し得る。
　頂部の折線２５は、小タブ部２４，２８，３２を熱封止するために容器５１の頂部３０
が挟まれる場合、三角形の壁部６，１０が所望の状態に変形することを許容する。
　頂部の折線２５の長さを正確に設定する必要はなく、図示するものより短くてよい。
　好ましくは、頂部の折線は、三角形の壁部用のパネル部６，１０の半分以上に延びない
。これにより、組み立てた容器５１の壁部は、ある程度の剛性を維持できる。
【００６６】
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　容器５１が完全に開き、大タブ部２が完全に折り返されて本体用の第１パネル部４の外
側と完全にフラットになる場合、フランジ部を形成する第５パネル部２２および第５小タ
ブ部３２としての折れ曲がった縁辺は、図１および図３に明示するように、フランジ部を
形成する第１パネル部１４および第１小タブ部２４としての折れ曲がった縁辺と隣接する
。
　これを最も良く示しているのは図５である。図５は、完成した容器５１を頂部３０から
見た図である。
　その結果、容器５１が完成した場合、容器５１の外にむき出しにさらされるフィルムが
ない。
　これは、以下に示す更なる利点だけでなく、容器５１の外観を改善する。
【００６７】
　ブランク１のプラスチックフィルムは、熱封止に感応するが、熱封止工程において過剰
な高温に置かれた場合、損傷し得る。
　一般的に、容器の熱封止は摂氏約２００度であるが、温度が摂氏１００度を超える場合
、むき出しにさらされるプラスチック材料は損傷することが解っている。
　プラスチックフィルムにおける如何なる完全性の損傷も、組み立てた容器における完全
性の損傷につながるので、避ける必要がある。
【００６８】
　図５に示すように、小タブ部２４，２８，３２が共に熱封止される容器５１の頂部３０
において、プラスチックフィルムがむき出しにさらされる部分はない。フランジ部を形成
する第１パネル部１４および第５パネル部２２が、容器を閉じるために蓋用のパネル部と
熱封止される所において、プラスチックフィルムがむき出しにさらされる部分はない。
　それゆえ、容器５１を形成する場合、熱は、封止される領域の両面において、容器の外
から加えられる。
　ボール紙による基板層は、フィルムに熱が直接に加えられることを防ぎ、熱封止工程に
おいて完全性を無くす、および／または損傷することを避ける。
【００６９】
　上述するように非常な高温からプラスチックフィルムを保護することは重要であるが、
信頼性の高いフィルムを形成するために、容器に加えられた熱がフィルムに伝達される必
要がある。
　それゆえ、熱源が加えられる部材と熱封止可能なフィルムとの間に余分な部材があるこ
とは、望ましくない。特に、余分な部材が特定の部位にのみある場合、容器５１の異なる
部分には異なる時間長で熱が加えられる必要がある。
　この課題は、図１のブランク１では、上述したように起きない。フランジ部を形成する
第５パネル部２２および第５小タブ部３２としての折れ曲がった縁辺は、図１および図３
に明示するように、フランジ部を形成する第１パネル部１４および第１小タブ部２４とし
ての折れ曲がった縁辺と隣接する。
　容器の各々の部分は、形成する際に、プラスチックフィルムの二重層が、一層のボール
紙のみで覆われる。
【００７０】
　フィルムの第３三角部１３および第４三角部２３の各々が二つに折り畳まれることによ
り、容器の封止が改善される。
　容器のパーツ間の直線的な封止または連結は、「抜け道」として機能し、容器に入り込
むまたは容器から抜け出すガスの路として機能する。
　フィルムの三角部１３，２３を連結部分の折れ曲げ線に沿って折り曲げることにより、
フランジ部を形成する第１パネル部１４および第５パネル部２２の間と、第１小タブ部２
４と第５小タブ部３２との間とに、容器５１に入り込んだり抜け出したりするガスに対し
て、良く曲がりくねった道を提供する。これにより、容器５１の完全性が更に改善する。
【００７１】
　図５は、また、フランジ部を形成する第３パネル部１８と第４パネル部２０との間と、
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フランジ部を形成する第４パネル部２０と第５パネル部２２との間との、各々の間隙にお
いて、フィルムの第１三角部２１および第２三角部２１が、どのように伸びているかを示
す。
　容器５１の対向する角には、折線１５，１７による屈曲延長部が示される。ここで、蓋
用のパネル部１６は、フランジ部を形成する第１パネル部１４と、第３パネル部１８とに
連結される。
　再び図２を参照すると、以下のことが見て取れる。蓋用のパネル部１６が蓋開状態にあ
る場合、蓋用のパネル部１６とフランジ部を形成する第１パネル部１４および第５パネル
部１８との間の接合により、フランジ部を形成する第１パネル部１４および第４パネル部
１８が、容器の開口から上向きに延びる。
　蓋部が閉じる場合、フランジ部を形成するパネル部１４，１８は、外向きに折り曲げら
れ、図５に示すように蓋用のパネル部１６の内面と封止される。
　折線１５，１７による延長部の角度は、蓋用のパネル部１６が、恒久的に、フランジ部
を形成する第１パネル部１４および第３パネル部１８に取り付けられること、容器５１を
形成するために折り曲げる際にブランク１の如何なる部分にも過度な負担をかけないこと
、を許容する。
　折り曲げることが、折線１５，１７による屈曲延長部の周りのボール紙に損傷を引き起
こすとしても、容器５１の内面に設けたプラスチックフィルムの連続層が、封止の完全性
を維持する。
【００７２】
　組み立てた容器５１は、四つの壁部を有し、さらに他のパネル部として、本体用の第５
パネル部１２とその縁辺と重なるように折り曲げられて連結された大タブ部２とからなる
、第５パネル部が提供される。
　他のパネル部は、使用時に組み立てた容器５１の土台となる壁部の、強度および剛性を
高める。
　他のパネル部のための追加的な材料は、また、土台の壁部に追加的な重量を提供する。
これにより、使用時の容器５１の安定性をいくばくか改善する。
【００７３】
　本発明は、上述した構成および材料に限定するように解釈されない。
　たとえば、上述した記載から以下のことが明らかである。ブランク１の第３本体用のパ
ネル部に折線３３を設けることにより、容器５１を形成する最初の工程で、ブランク１の
全体を半分に折り曲げることが簡単になる。これにより、大タブ部２は、第５本体用のパ
ネル部１２に簡単に接着できる。
　しかしながら、第３本体用のパネル部８に折線３３を設けない同様の容器５１において
、パネル部２，４，６，８，１０のいずれかを替わりに折り曲げて、同様の部分を互いに
接着する、ことは可能であることに留意されたい。
【００７４】
　さらに、本発明の利点は、容器の開口のすべての角に折線を設けることにより、容器の
封止をさらに改善する、ことを確実にすることにあることに留意されたい。容器の開口の
周囲全体にフランジ部を設けて、蓋用のパネル部が別体の部材として提供される場合と比
べて、改善する。
【００７５】
　図６から図１２には、他のサンドイッチ容器のブランクが、組み立てられていない状態
、一部が組み立てられた状態、および組み立てた状態を示す。
　図示して記述される特徴は、多くの場合、また、各種の他の目的のための容器のブラン
クに適用し得る、ことが理解できる。また、図１から図５に示す容器およびブランクに、
適用し得る。
【００７６】
　図６は、ブランク１００を示す。ブランク１００は、使用時に図８に示すサンドイッチ
容器１０１を形成するように折り曲げられる。
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【００７７】
　ここに記述する目的で、本発明に関連付けられる「左」および「右」並びにその派生語
は、図６における向きによる。あたかもブランク１００がテーブルの上に置かれて上から
見た向きによる。
　しかしながら、本発明では、明示的な記述に反しない限り、他の各種の向きを想定して
よい、ことが理解される。
【００７８】
　図６のブランク１００は、三角形の左側パネル部１０２および右側パネル部１０３と、
略矩形の第１端パネル部１０４および第２端パネル部１０５と、を含む。
　図６に示すように、端パネル部１０４，１０５は、若干のテーパ形状を採用する。これ
により、組み立てた容器１０１の開口は、その頂部より若干大きい。ただし、この構成は
不可欠ではない。
【００７９】
　三角形の左側パネル部１０２および右側パネル部１０３は、各々、第１端パネル部１０
４の左縁辺からおよび右縁辺から、それらと直角な方向へ延在する。第２端パネル部１０
５は、矩形の第１パネル部１０４の短縁辺から、下向きに延在する。
　三角形の側パネル部１０２，１０３は、互いに同じサイズであり、いずれも正三角形で
ある。
　略矩形の端パネル部１０４，１０５は、また、互いに同じサイズである。
【００８０】
　左テープ部１０６および右テープ部１０７は、第２端パネル部１０５の両側から延びる
。第２端パネル部１０５の左縁辺および右縁辺を、左側パネル部１０２の下片および右側
パネル部１０３の下片のそれぞれに連結する。
　双方のテープ部１０６，１０７は、図６に示すように添え字「ａ」および「ｂ」によっ
て示される二つの部分からなる。テープ部１０６ａとテープ部１０６ｂの間に、テープ部
の折線１０８がある。テープ部１０７ａとテープ部１０７ｂとの間に、テープ部の折線１
０９がある。
【００８１】
　双方のテープ部の折線１０８，１０９は、パネル部１０５の上左角および上右角のそれ
ぞれから約４５度の角度で延びる。これにより、テープ部の折線１０８は、パネル部１０
５の左縁辺とパネル部１０２の下縁辺とから等距離になる。同様に、テープ部の折線１０
９は、パネル部１０５の右縁辺とパネル部１０３の下縁辺とから等距離になる。
【００８２】
　パネル部の折線１１０は、テープ部１０６，１０７の各々と、それに隣り合うパネル部
との間に設けられる。フランジ部１１１は、ブランク１００の縁辺の周りに示されている
。
　フランジ部１１１は、複数に分離した部分１２１，１２２，１２３，１２４からなる。
分離した部分の各々は、フランジ部の折線１１２で第１端パネル部１０４に連結される部
分、右側パネル部１０３に連結される部分、第２端パネル部１０５に連結される部分、テ
ープ部１０６ａに連結される部分、である。
　他のパネル部の折線１１３は、第１端パネル部１０４および第２端パネル部１０５の連
結部分と、パネル部１０２とパネル部１０４との間と、パネル部１０３とパネル部１０４
との間と、に設けられる。
　本実施形態において、折線１０８，１０９，１１０，１１２および１１３はすべて、折
り目として形成される。
【００８３】
　組み立てた容器を閉じるための略矩形の密閉用パネル部／蓋用のパネル部１１４は、三
角形の側パネル部１０２の斜縁辺から延び、蓋部の折線１１５によりそこに連結される。
　特に、密閉部１１４は、各々の折線１１５の端に設けた屈曲延長部により、フランジ部
を形成する部分１２１，１２４と隣り合って連結される。
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【００８４】
　斜めの折線１１６は、密閉用パネル部１１４の自由角１１７に設けられる。これにより
、前記角１１７は、組み立てた容器１０１を閉じてから更に折り返し得る。
　密閉用パネル部は、また、窓部１１８を含む。
【００８５】
　図示された実施形態において、ブランク１００は、液体不浸透性のフィルムのコーティ
ングがなされた、ボール紙の基板を含む。
　フィルムコーティングは、基板を全体的に覆う。また、密閉用パネル部１１４に窓１１
８を形成する。
　フィルムには、密閉用パネル部１１４の角１１７の周りに、小さいはみ出し部１２５が
設けられる。フィルムについての他のはみ出し部１２６は、フランジ部を形成する部分１
２１および１２３の各々の短縁辺に、設けられる。
　図示していないが、フィルムについて、他のはみ出し部を設けることを想定してよい。
たとえば、隣り合うテープ部１０６ａおよびテープ部１０６ｂの間の折線１０８を超えて
延びるはみ出し部、テープ部１０７ａおよびテープ部１０７ｂの間の折線１０９を超えて
延びるはみ出し部、である。
　フィルムのはみ出し部は、また、テープ部１０６ｂおよびテープ部１０７ｂについての
、フランジ部を形成する部分１２３の外側にある自由縁辺に、設けてよい。さらに／また
は、フランジ部を形成する部分１２２の縁辺に、設けてよい。
　フィルム層は、容器のブランクにおいて隣り合うパネル部の間の間隙に橋渡してよい。
図１のブランクにおけるフィルムの三角部１９，２０と同様の仕様で、隣り合うフランジ
部を形成する部分の間に設けてよい。
　この場合、フィルム層は、容器を形成する際にフランジ部を形成する部分を外向きに折
り曲げることを妨げないように、伸縮可能である必要がある。
　試行錯誤により決定されたことであるが、１つの特に好適なフィルムは、エチレンビニ
ルアルコール（ＥＶＯＨ）層と、それを間に挟む二つの低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）
層と、からなる。
　好適な共押出フィルムは、フランスのＬｅｙｇａｔｅｃｈ社から入手できる。
　しかしながら、同様の伸びおよび引き裂き抵抗を示す他のフィルムもまた用いてよい。
【００８６】
　他の実施形態では、フランジ部を形成する部分１２４は、ボール紙による基板の縁辺を
超えて延びる、フィルム層のみにより設けてよい。
　フィルムによるフランジ部１２４の縁辺は、図６に示すように終端してよい。または、
図示する縁辺を超えて延び、ボール紙によるフランジ部１２４の周りにフィルムのはみ出
し部が設けられるように、大きなフランジ部の部分を設けてよい。
　さらに他にも、他のフランジ部を形成する部分を、部分１２４と同様に、テープ部１０
７ａの自由縁辺に設けてよい。
　この追加的なフランジ部を形成する部分は、また、フランジ部を形成する部分１２４と
同様の仕様で、フィルムのはみ出し部としてまたはフィルム層のみにより、設けてよい。
　フィルム層のみにより設ける場合、追加的なフランジ部を形成する部分は、隣り合うフ
ランジ部の部分１２２と連結してよい。
【００８７】
　図７ａから図７ｃは、図８に示す組み立てた容器１０１を形成するために、ブランク１
００を折り曲げる工程を描いたものである。
　最初に、図７ａに示すように、ブランク１００は、側パネル部１０２，１０３とテープ
部１０６ａ，１０７ａとの間の折線１１０に沿って、また、端パネル部１０４と端パネル
部１０５との間の折線１１３に沿って、直角に折り曲げられる。
　次に、図７ｂに示すように、ブランクは、第１端パネル部１０４と右側パネル部１０３
との間の折線１１３に沿って、折り曲げられる。これにより、右側パネル部１０３は、第
１端パネル部１０４と第２端パネル部１０５との間の間隙を橋渡す。



(23) JP 2014-503432 A 2014.2.13

10

20

30

40

50

　その結果、テープ部１０７ａとテープ部１０７ｂとの間の折線１０９において反対方向
に折り曲げられるテープ部１０７ａおよびテープ部１０７ｂは、互いに重なり、新たに部
分的に形成された容器の外側へ突出する。
　次に、図７ｃに示す構成とするために、同様の折り曲げ操作が、第１端パネル部１０４
と左側パネル部１０２との間で実施される。
　容器の本体を完成するためには、テープ部１０６および１０７は、第２端パネル部１０
５の外側に、平らに折り曲げられ、接着される。フランジ部を形成する部分１２１，１２
２，１２３，１２４は、容器の開口の周りにフランジ部１１１を形成するように、外向き
に折り曲げられる。
　この工程において、フランジ部を形成する部分１２４は、容器の外側で、フランジ部を
形成する部分１２３の上に重ねられる。
　フランジ部を形成する部分１２３の剛性は、フランジ部を形成する部分１２４が、さら
に付加的なテープ部１０７ａの縁辺のフランジ部を形成する部分が、上述したようにフィ
ルムのみからなることを許容する。
　これらのフランジ部を形成する部分からボール紙の層を無くすことにより得られる柔軟
性は、組み立てた容器についてのこの端部分に、改善された封止を提供することを助ける
。
【００８８】
　図８は、組み立てた容器１０１を、第１端パネル部１０４と第２端パネル部１０５との
間の折線１１３による頂部から見た図を示す。フランジ部１１１は、容器の縁辺の周りの
フランジ部の折線１１２で折り返されて示される。
　略矩形の密閉部１１４は、容器１０１を閉じるために、折線１１５に沿って折り曲げら
れ、フランジ部１１１に接着される。
　上述したように、密閉部１１４は、屈曲延長部の折線１１５により、密閉部１１４と隣
り合うフランジ部を形成する部分１２１，１２４に連結される。これにより、組み立てた
容器１０１において、蓋部の折線１１５が設けられる側のフランジ部１１１には間隙がな
い。
　しかしながら、フランジ部１１１には、間隙１２７が存在する。フランジ部を形成する
部分１２１、１２２の間による容器１０１の角と、部分１２２と部分１２３との間による
容器１０１の角とには、間隙１２７が存在する。
【００８９】
　図９に示すように、間隙１２７は、密閉用パネル部１１４の角１１７を折線１１６で折
り返し、それらをフランジ部１１１の反対面に接着することにより、覆われる。
　角１１７に設けられる、フィルムについてのはみ出し部１２５は、容器１０１の角の周
りに延びる。封止がさらに改善される。
　フランジ部１１１に対する密閉部１１４の封止は、フランジ部のパネル部１２１および
１２３の縁における、フィルムのはみ出し部１２６の部分により、間隙１２７の部分にお
いて、改善される（図示せず）。
　その結果として形成される容器では、フランジ部１１１と密閉部１１４との間の合わせ
面から、すべての間隙がなくなる。これにより、組み立てた容器に改善された気密シール
を提供できる。
【００９０】
　図１０は、本発明の他の実施形態に係るブランク２００を示す。
　ブランク２００についての多くの特徴は、図６のブランク１００の特徴と同質であり、
それらの説明は再び記載しない。
　代替のブランク２００の主な相違点は、密閉部２１４の幅が広く、その長手方向全体に
わたって単一の折線２１６が設けられている、点にある。
　密閉部２１４の縁部２１７は、折線２１６の外側に位置する。フィルムのはみ出し部２
２５は、第１実施形態と同様に、密閉部２１４の両角に設けられる。
【００９１】
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　図１１は、図１０のブランク２００から形成される容器２０１を示す。
　容器２０１の構成は、第１実施形態において上述した説明の通りである。
　ただし、図１１では、密閉用パネル部２１４の縁部２１７がフランジ部２１１を超えて
延び、折線２１６がフランジ部２１１の縁辺と隣り合って位置する、ことを見てとること
ができる。
　フランジ部２１１の間隙２２７を塞ぐために、密閉用パネル部２１４の縁部２１７は、
折線２１６に沿って折り曲げられて、フランジ部２１１の反対側の面に接着される。特に
、容器２０１の縁辺に沿ってフランジ部を形成する部分２２２と接着される。
【００９２】
　図１２は、密閉用パネル部２１４が上述するように折り曲げられて接着された、第２実
施形態の容器２０１を示す。
　フィルムのはみ出し部２２５は、基本的に、第１実施形態での関連する記載と同様の目
的のために機能する。
【００９３】
　使用時には、サンドイッチのような食品が、容器１０１，２０１の中に置かれる。容器
１０１，２０１は、上述したように密閉される。
　その結果、容器１０１，２０１を封止する工程に、「ガス充填包装」工程またはＭＡ包
装技術を含めることが可能である。
　ガスを充填した容器は、不活性ガスを少なくとも１４日で保持する能力がある。
　この特徴は、容器に収容されたいかなる食品の品質保持期間を延長する。
【００９４】
　本発明は、上述した構成および材料に限定されるように解釈されない。
　たとえば、蓋部／密閉用パネル部は、フランジ部を形成する部分の縁辺に沿って接着さ
れてよい。または、完全に分離した部材として提供されてよい。
　替わりに又は追加的に、必要に応じて、他の折返部が密閉用パネル部に設けられてよい
。
【００９５】
　封止を改善する他の手段を設けてもよい。
　たとえば、略円形の熱活性樹脂を、密閉部１１４，２１４の内面において四つの角の各
々に隣接する位置に、分離して点在させてよい。
　前記樹脂ドットは、容器１０１，２０１の頂部と位置合わせして、密閉部１１４，２１
４を熱して密閉的に封止する場合に各頂点の中および／または周りに流れ込むことができ
るように、配置しなければならない。
　熱源を取り去った後、樹脂ドットの各々は、硬化する。密閉部１１４，２１４をフラン
ジ部１１１，２１１に接着することと相まって、気密シールを形成する。
【００９６】
　容器は、また、開封部を含んでよい。開封部は、密閉用パネル部１１４，２１４の内面
に設けた第１分割線、およびフランジ部１１１，２１１の内面に設けた第２分割線により
提供可能である。
　密閉部１１４，２１４についての、フランジ部１１１，２１１の上に折り曲げられる部
分１１７，２１７は、前記分割線に沿って破り始めるために使用し得る。容器を簡単に開
くことができる。
【００９７】
　容器に気密を提供することに関して主に説明したが、ある種の用途では、容器がある程
度の通気性を有し、内容物が「呼吸」し得ることが好ましいことがある。
　チーズのようなある種の食品では、これは特に重要である。
　これは、上述したいずれの実施形態でも達成し得る。ある程度の空気透過性を元来有す
る代替のフィルム層を使用することによっても、または、上述したプラスチックフィルム
に貫通孔を設けることによっても、達成し得る。
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【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図１０】 【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年9月5日(2013.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　図２は、図１に示すブランク１から形成される容器５１を示す。
　本体用の第２パネル部６および第４パネル部１０は、容器の三角形の壁部を形成する。
奥側にある略矩形の壁部は、本体用の第３パネル部８により形成される。他方の略矩形の
壁部は、本体用の第１パネル部４と第５パネル部１２とにより形成される。これらは、大
タブ部２を、本体用の第５パネル部１２の一部に接着することにより互いに連結される。
　この配置での重要な意味は、容器５１の本体における連結部分が、すなわちブランク１
が互いに接着される部分が、容器の頂部３０と開口との間で、容器５１の本体の角ではな
くて、容器５１の壁部の中央に位置する、ことにある。
　これは、隣り合う本体用のパネル部の間にある単なる折線５，７，９，１１が、容器５
１の本体の各々の角を形成する、ことを意味する。
　さらに頂部の折線２５が、頂部から、三角形の本体用の第４パネル部１０の長縁辺の中
点へ向けて、およそその半分まで延びる、ことを見ることができる。
　図１に示すように、ブランク１において、本体用の第２パネル部６にも、上述した頂部
の折線２５が提供される。
　頂部の折線２５は、後述するように、容器を形成する際に利益がある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　容器５１を形成するための次の工程では、三角形の本体用の第２パネル部６と第４パネ
ル部１０とを離間する。本体用の第３パネル部８を平らに引き起こす。大タブ部２を、大
タブ部と本体用の第１パネル部４との間の折線３において、本体用の第１パネル部４の方
へ折り返す。
　図４では、この開き過程を図示しようと試みている。
　大タブ部２は、本体用の第１パネル部４側に折り返される。これにより、フィルムの第
３三角部１３と第４三角部２３とは、二つ折りになる。
　本体用の第５パネル部１２は図示していないが、ボール紙による基板の縁辺は、フラン
ジ部を形成する第５パネル部２２において曲がり、第５小タブ部３２は、図４に見えるフ
ィルムの第３三角部および第４三角部の縁辺と角度をつけて一致する、ことに留意された
い。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　図示された実施形態において、ブランク１００は、液体不浸透性のフィルムのコーティ
ングがなされた、ボール紙の基板を含む。
　フィルムコーティングは、基板を全体的に覆う。また、密閉用パネル部１１４に窓１１
８を形成する。
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　フィルムには、密閉用パネル部１１４の角１１７の周りに、小さいはみ出し部１２５が
設けられる。フィルムについての他のはみ出し部１２６は、フランジ部を形成する部分１
２１および１２３の各々の短縁辺に、設けられる。
　図示していないが、フィルムについて、他のはみ出し部を設けることを想定してよい。
たとえば、隣り合うテープ部１０６ａおよびテープ部１０６ｂの間の折線１０８を超えて
延びるはみ出し部、テープ部１０７ａおよびテープ部１０７ｂの間の折線１０９を超えて
延びるはみ出し部、である。
　フィルムのはみ出し部は、また、テープ部１０６ｂおよびテープ部１０７ｂについての
、フランジ部を形成する部分１２３の外側にある自由縁辺に、設けてよい。さらに／また
は、フランジ部を形成する部分１２２の縁辺に、設けてよい。
　フィルム層は、容器のブランクにおいて隣り合うパネル部の間の間隙に橋渡してよい。
図１のブランクにおけるフィルムの三角部１９，２１と同様の仕様で、隣り合うフランジ
部を形成する部分の間に設けてよい。
　この場合、フィルム層は、容器を形成する際にフランジ部を形成する部分を外向きに折
り曲げることを妨げないように、伸縮可能である必要がある。
　試行錯誤により決定されたことであるが、１つの特に好適なフィルムは、エチレンビニ
ルアルコール（ＥＶＯＨ）層と、それを間に挟む二つの低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）
層と、からなる。
　好適な共押出フィルムは、フランスのＬｅｙｇａｔｅｃｈ社から入手できる。
　しかしながら、同様の伸びおよび引き裂き抵抗を示す他のフィルムもまた用いてよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９０】
　図１０は、本発明の他の実施形態に係るブランク２００を示す。
　ブランク２００についての多くの特徴は、図６のブランク１００の特徴と同質であり、
それらの説明は再び記載しない。
　代替のブランク２００の主な相違点は、密閉部２１４の幅が広く、その長手方向全体に
わたって単一の折線２１６が設けられている、点にある。
　密閉部２１４の縁部２１７は、折線２１６の外側に位置する。フィルムのはみ出し部２
２５は、第２実施形態と同様に、密閉部２１４の両角に設けられる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９１】
　図１１は、図１０のブランク２００から形成される容器２０１を示す。
　容器２０１の構成は、第２実施形態において上述した説明の通りである。
　ただし、図１１では、密閉用パネル部２１４の縁部２１７がフランジ部２１１を超えて
延び、折線２１６がフランジ部２１１の縁辺と隣り合って位置する、ことを見てとること
ができる。
　フランジ部２１１の間隙２２７を塞ぐために、密閉用パネル部２１４の縁部２１７は、
折線２１６に沿って折り曲げられて、フランジ部２１１の反対側の面に接着される。特に
、容器２０１の縁辺に沿ってフランジ部を形成する部分２２２と接着される。
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