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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの容器を少なくとも部分的に保持するキャリアを含むパッケージであっ
て、前記少なくとも１つの容器は周縁部分と本体部分とを含み、前記キャリアは、
　トップパネルと、該トップパネルに折り曲げ可能に接続されている第１のサイドパネル
と、前記トップパネルに折り曲げ可能に接続されている第２のサイドパネルと、少なくと
も１つの第１のストラットによって前記第１のサイドパネルに接続されている第１のボト
ムパネルと、少なくとも１つの第２のストラットによって前記第２のサイドパネルに接続
されている第２のボトムパネルと、
　第１の折り線に沿って前記少なくとも１つの第１のストラットに折り曲げ可能に接続さ
れている少なくとも１つの第１の延長フラップと、第２の折り線に沿って前記少なくとも
１つの第２のストラットに折り曲げ可能に接続されている少なくとも１つの第２の延長フ
ラップと、
を備え、
　前記少なくとも１つの第１の延長フラップ及び前記少なくとも１つの第２の延長フラッ
プのそれぞれは、前記少なくとも１つの容器に少なくとも部分的に係合しており、
　前記キャリアは、
　第１の保持機能部と反対側の第２の保持機能部とを含む少なくとも１つの容器収納部で
あって、前記第１の保持機能部及び前記第２の保持機能部のうちの少なくとも一方の少な
くとも一部は、前記第１のサイドパネル又は前記第２のサイドパネルに位置し、前記少な
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くとも１つの容器の前記周縁部分は、前記第１の保持機能部及び前記第２の保持機能部の
うちの少なくとも一方によって少なくとも部分的に保持される、少なくとも１つの容器収
納部と、
を備え、
　前記第１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのうちの少なくとも一方の少なく
とも一部は、前記少なくとも１つの容器の上部と前記トップパネルとの間に少なくとも部
分的に配置される、少なくとも１つの容器を少なくとも部分的に保持するキャリアを含む
パッケージ。
【請求項２】
　少なくとも１つの第１の内側開口が、前記少なくとも１つの第１のストラットによって
少なくとも部分的に画定され、少なくとも１つの第２の内側開口が、前記少なくとも１つ
の第２のストラットによって少なくとも部分的に画定され、前記少なくとも１つの第１の
延長フラップは前記少なくとも１つの第１の内側開口に隣接して延在し、前記少なくとも
１つの第２の延長フラップは前記少なくとも１つの第２の内側開口に隣接して延在する、
請求項１に記載のパッケージ。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの容器の前記本体部分及び前記周縁部分は、前記少なくとも１つの
第１の内側開口及び前記少なくとも１つの第２の内側開口に少なくとも部分的に収納され
、前記少なくとも１つの第１の延長フラップは、前記本体部分と少なくとも部分的に対面
接触するとともに、前記少なくとも１つの容器の前記周縁部分と係合し、前記少なくとも
１つの第２の延長フラップは、前記本体部分と少なくとも部分的に対面接触するとともに
、前記少なくとも１つの容器の前記周縁部分と係合する、請求項２に記載のパッケージ。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの第１の折り線及び前記少なくとも１つの第２の折り線のそれぞれ
は湾曲している、請求項３に記載のパッケージ。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの容器の前記本体部分は、少なくとも部分的に湾曲している本体部
分を含み、前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルのそれぞれの部分は、そ
れぞれ、前記湾曲している本体部分に少なくとも部分的に接触するとともに、該湾曲して
いる本体部分に概ね対応するように少なくとも部分的に湾曲している、請求項４に記載の
パッケージ。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの第１の内側開口は、前記第１のサイドパネル及び前記第１のボト
ムパネルによって少なくとも部分的に画定され、前記少なくとも１つの第２の内側開口は
、前記第２のサイドパネル及び前記第２のボトムパネルによって少なくとも部分的に画定
される、請求項２に記載のパッケージ。
【請求項７】
　前記第１のボトムパネルは、前記少なくとも１つの第１の内側開口に隣接して延在する
少なくとも１つの係止タブを含み、前記第２のボトムパネルは少なくとも１つの係止孔を
含み、前記少なくとも１つの係止タブは、前記少なくとも１つの係止孔に少なくとも部分
的に収まる、請求項６に記載のパッケージ。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの第１の折り線及び前記少なくとも１つの第２の折り線のそれぞれ
は、前記少なくとも１つの容器の前記本体部分に少なくとも部分的に適合するように湾曲
している、請求項１に記載のパッケージ。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの第１の延長フラップ及び前記少なくとも１つの第２の延長フラッ
プのそれぞれは、前記少なくとも１つの容器の前記周縁部分の少なくとも一部に係合する
延長部縁を含む、請求項１に記載のパッケージ。
【請求項１０】
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　前記少なくとも１つの第１のストラットは、少なくとも１つの第１の外側ストラット及
び少なくとも１つの第１の内側ストラットを含み、前記少なくとも１つの第２のストラッ
トは、少なくとも１つの第２の外側ストラット及び少なくとも１つの第２の内側ストラッ
トを含み、
　前記少なくとも１つの第１の延長フラップは、前記少なくとも１つの第１の外側ストラ
ットに折り曲げ可能に接続されている少なくとも１つの第１の外側延長フラップと、前記
少なくとも１つの第１の内側ストラットに折り曲げ可能に接続されている少なくとも１つ
の第１の内側延長フラップとを含み、前記少なくとも１つの第２の延長フラップは、前記
少なくとも１つの第２の外側ストラットに折り曲げ可能に接続されている少なくとも１つ
の第２の外側延長フラップと、前記少なくとも１つの第２の内側ストラットに折り曲げ可
能に接続されている少なくとも１つの第２の内側延長フラップとを含む、請求項１に記載
のパッケージ。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの第１の外側延長フラップと、前記少なくとも１つの第１の内側延
長フラップと、前記少なくとも１つの第２の外側延長フラップと、前記少なくとも１つの
第２の内側延長フラップとのそれぞれは、前記本体部分と少なくとも部分的に対面接触す
るとともに、前記少なくとも１つの容器の前記周縁部分に係合する、請求項１０に記載の
パッケージ。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの第１の内側延長フラップは、前記少なくとも１つの第１の内側ス
トラットに折り曲げ可能に接続されている少なくとも２つの第１の内側延長フラップを含
み、前記少なくとも１つの第２の内側延長フラップは、前記少なくとも１つの第２の内側
ストラットに折り曲げ可能に接続されている少なくとも２つの第２の内側延長フラップを
含む、請求項１０に記載のパッケージ。
【請求項１３】
　前記第１の保持機能部は、前記第１のサイドパネルにある第１の保持縁を含み、前記第
２の保持機能部は、前記第２のサイドパネルにある第２の保持縁を含み、前記第１の保持
縁及び前記第２の保持縁のそれぞれは前記少なくとも１つの容器の前記周縁部分に隣接す
る、請求項１に記載のパッケージ。
【請求項１４】
　前記第１のサイドパネルは、前記第１の保持機能部の前記第１の保持縁から延びる少な
くとも１つの第１の切れ目を含み、前記第２のサイドパネルは、前記第２の保持機能部の
前記第２の保持縁から延びる少なくとも１つの第２の切れ目を含み、前記第１の保持機能
部及び前記第２の保持機能部の少なくとも一部は、前記少なくとも１つの容器の前記本体
部分の隣接する部分に概ね対応するように湾曲している、請求項１３に記載のパッケージ
。
【請求項１５】
　前記第１の保持機能部は、前記第１のサイドパネルにある第１の開口と、前記第２のサ
イドパネルにある第２の開口とを更に含み、前記第１の開口は前記第１の保持縁を含み、
前記第２の開口は前記第２の保持縁を含む、請求項１３に記載のパッケージ。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの第１のストラットは、第１の横方向折り線に沿って前記第１のサ
イドパネルに、及び第２の横方向折り線に沿って前記第１のボトムパネルに折り曲げ可能
に接続されており、
　前記少なくとも１つの第２のストラットは、第３の横方向折り線に沿って前記第２のサ
イドパネルに、及び第４の横方向折り線に沿って前記第２のボトムパネルに折り曲げ可能
に接続されており、
　前記第１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのそれぞれは、２つの略横方向縁
を含み、
　前記第２の横方向折り線及び前記第４の横方向折り線のそれぞれは、それぞれの前記第
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１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのそれぞれの前記２つの略横方向縁からそ
れぞれ離間している、請求項１に記載のパッケージ。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの容器収納部は、１つの列に概ね位置合わせされる少なくとも２つ
の容器収納部を含む、請求項１に記載のパッケージ。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの容器収納部は、第１の列の少なくとも１つの第１の容器収納部と
、第２の列の少なくとも１つの第２の容器収納部とを含み、前記少なくとも１つの容器は
、前記第１の列に少なくとも部分的に保持される少なくとも１つの第１の容器と、前記第
２の列に少なくとも部分的に保持される少なくとも１つの第２の容器とを含む、請求項１
に記載のパッケージ。
【請求項１９】
　少なくとも１つの容器を少なくとも部分的に保持するキャリアを形成するためのブラン
クであって、前記少なくとも１つの容器は周縁部分と本体部分とを含み、該ブランクは、
　トップパネルと、該トップパネルに折り曲げ可能に接続されている第１のサイドパネル
と、前記トップパネルに折り曲げ可能に接続されている第２のサイドパネルと、少なくと
も１つの第１のストラットによって前記第１のサイドパネルに接続されている第１のボト
ムパネルと、少なくとも１つの第２のストラットによって前記第２のサイドパネルに接続
されている第２のボトムパネルと、
　第１の折り線に沿って前記少なくとも１つの第１のストラットに折り曲げ可能に接続さ
れている少なくとも１つの第１の延長フラップと、第２の折り線に沿って前記少なくとも
１つの第２のストラットに折り曲げ可能に接続されている少なくとも１つの第２の延長フ
ラップと、
を備え、
　前記少なくとも１つの第１の延長フラップ及び前記少なくとも１つの第２の延長フラッ
プのそれぞれは、前記少なくとも１つの容器に少なくとも部分的に係合しており、
　前記ブランクは、
　該ブランクから形成される前記キャリアの第１の保持機能部と反対側の第２の保持機能
部とを含む少なくとも１つの容器収納部を形成するための収納機能部であって、前記第１
の保持機能部及び前記第２の保持機能部のうちの少なくとも一方の少なくとも一部は、該
ブランクから形成される前記キャリアの前記第１のサイドパネル又は前記第２のサイドパ
ネルに位置し、前記第１の保持機能部及び前記第２の保持機能部のうちの少なくとも一方
は、該ブランクから形成される前記キャリアに前記少なくとも１つの容器の前記周縁部分
を少なくとも部分的に保持する、収納機能部と、
を備え、
　前記第１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのうちの少なくとも一方の少なく
とも一部は、前記キャリアが該ブランクから形成される場合、前記少なくとも１つの容器
の上部と前記トップパネルとの間に少なくとも部分的に配置されるためのものである、少
なくとも１つの容器を少なくとも部分的に保持するキャリアを形成するためのブランク。
【請求項２０】
　少なくとも１つの第１の内側開口が、前記少なくとも１つの第１の延長フラップによっ
て少なくとも部分的に画定され、少なくとも１つの第２の内側開口が、前記少なくとも１
つの第２の延長フラップによって少なくとも部分的に画定される、請求項１９に記載のブ
ランク。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの容器の前記本体部分及び前記周縁部分は、前記キャリアが前記ブ
ランクから形成される場合、前記少なくとも１つの第１の内側開口及び前記少なくとも１
つの第２の内側開口に少なくとも部分的に収納されるためのものであり、前記少なくとも
１つの第１の延長フラップ及び前記少なくとも１つの第２の延長フラップのそれぞれは、
前記キャリアが前記ブランクから形成される場合、前記本体部分と少なくとも部分的に対
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面接触するとともに、前記少なくとも１つの容器の前記周縁部分と係合するためのもので
ある、請求項２０に記載のブランク。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの第１の内側開口は、前記第１のサイドパネル及び前記第１のボト
ムパネルによって少なくとも部分的に画定され、前記少なくとも１つの第２の内側開口は
、前記第２のサイドパネル及び前記第２のボトムパネルによって少なくとも部分的に画定
される、請求項２０に記載のブランク。
【請求項２３】
　前記第１のボトムパネルは、前記少なくとも１つの第１の内側開口に隣接して延在する
少なくとも１つの係止タブを含み、前記第２のボトムパネルは少なくとも１つの係止孔を
含み、前記少なくとも１つの係止タブは、前記キャリアが前記ブランクから形成される場
合、前記少なくとも１つの係止孔に少なくとも部分的に収まるためのものである、請求項
２２に記載のブランク。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つの第１の折り線及び前記少なくとも１つの第２の折り線のそれぞれ
は、前記キャリアが前記ブランクから形成される場合、前記少なくとも１つの容器の前記
本体部分に少なくとも部分的に適合するように湾曲している、請求項１９に記載のブラン
ク。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つの第１の延長フラップ及び前記少なくとも１つの第２の延長フラッ
プのそれぞれは、前記キャリアが前記ブランクから形成される場合、前記少なくとも１つ
の容器の前記周縁部分の少なくとも一部に係合する延長部縁を含む、請求項１９に記載の
ブランク。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つの第１のストラットは、少なくとも１つの第１の外側ストラット及
び少なくとも１つの第１の内側ストラットを含み、前記少なくとも１つの第２のストラッ
トは、少なくとも１つの第２の外側ストラット及び少なくとも１つの第２の内側ストラッ
トを含み、
　前記少なくとも１つの第１の延長フラップは、前記少なくとも１つの第１の外側ストラ
ットに折り曲げ可能に接続されている少なくとも１つの第１の外側延長フラップと、前記
少なくとも１つの第１の内側ストラットに折り曲げ可能に接続されている少なくとも１つ
の第１の内側延長フラップとを含み、前記少なくとも１つの第２の延長フラップは、前記
少なくとも１つの第２の外側ストラットに折り曲げ可能に接続されている少なくとも１つ
の第２の外側延長フラップと、前記少なくとも１つの第２の内側ストラットに折り曲げ可
能に接続されている少なくとも１つの第２の内側延長フラップとを含む、請求項１９に記
載のブランク。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの第１の内側延長フラップは、前記少なくとも１つの第１の内側ス
トラットに折り曲げ可能に接続されている少なくとも２つの第１の内側延長フラップを含
み、前記少なくとも１つの第２の内側延長フラップは、前記少なくとも１つの第２の内側
ストラットに折り曲げ可能に接続されている少なくとも２つの第２の内側延長フラップを
含む、請求項２６に記載のブランク。
【請求項２８】
　前記収納機能部は、少なくとも前記第１のサイドパネルに第１の切れ目線と、少なくと
も前記第２のサイドパネルに第２の切れ目線とを含み、前記少なくとも１つの第１の切れ
目線は、前記キャリアが前記ブランクから形成される場合、前記第１のサイドパネルの第
１の保持縁を含む前記第１の保持機能部の少なくとも一部を形成するためのものであり、
前記少なくとも１つの第２の切れ目線は、前記キャリアが前記ブランクから形成される場
合、前記第２のサイドパネルの第２の保持縁を含む前記第２の保持機能部の少なくとも一
部を形成するためのものであり、前記第１の保持縁及び前記第２の保持縁のそれぞれは、
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前記キャリアが前記ブランクから形成される場合、前記少なくとも１つの容器の前記周縁
部分に隣接して位置するためのものである、請求項１９に記載のブランク。
【請求項２９】
　前記第１のサイドパネルは、前記第１の切れ目線から延びる少なくとも１つの第１の切
れ目を含み、前記第２のサイドパネルは、前記第２の切れ目線から延びる少なくとも１つ
の第２の切れ目を含み、前記第１の保持機能部及び前記第２の保持機能部の少なくとも一
部は、前記キャリアが前記ブランクから形成される場合、前記少なくとも１つの容器の前
記本体部分の隣接する部分に概ね対応するように湾曲するためのものである、請求項２８
に記載のブランク。
【請求項３０】
　前記第１の切れ目線は、前記キャリアが前記ブランクから形成される場合、少なくとも
前記第１のサイドパネルにある第１の開口の少なくとも一部を形成するためのものであり
、前記第２の切れ目線は、前記キャリアが前記ブランクから形成される場合、少なくとも
前記第２のサイドパネルにある第２の開口の少なくとも一部を形成するためのものであり
、前記第１の保持縁及び前記第２の保持縁は、前記キャリアが前記ブランクから形成され
る場合、それぞれの前記第１の開口及び前記第２の開口に隣接して延びる、請求項２８に
記載のブランク。
【請求項３１】
　前記少なくとも１つの第１のストラットは、第１の横方向折り線に沿って前記第１のサ
イドパネルに、及び第２の横方向折り線に沿って前記第１のボトムパネルに折り曲げ可能
に接続されており、
　前記少なくとも１つの第２のストラットは、第３の横方向折り線に沿って前記第２のサ
イドパネルに、及び第４の横方向折り線に沿って前記第２のボトムパネルに折り曲げ可能
に接続されており、
　前記第１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのそれぞれは、２つの略横方向縁
を含み、
　前記第２の横方向折り線及び前記第４の横方向折り線のそれぞれは、それぞれの前記第
１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのそれぞれの前記２つの略横方向縁からそ
れぞれ離間している、請求項１９に記載のブランク。
【請求項３２】
　前記少なくとも１つの容器収納部は、１つの列に概ね位置合わせされる少なくとも２つ
の容器収納部を含む、請求項１９に記載のブランク。
【請求項３３】
　前記少なくとも１つの容器収納部は、第１の列の少なくとも１つの第１の容器収納部と
、第２の列の少なくとも１つの第２の容器収納部とを含み、前記少なくとも１つの容器は
、前記キャリアが前記ブランクから形成される場合、前記第１の列に少なくとも部分的に
保持される少なくとも１つの第１の容器と、前記第２の列に少なくとも部分的に保持され
る少なくとも１つの第２の容器とを含む、請求項１９に記載のブランク。
【請求項３４】
　パッケージを形成する方法であって、
　トップパネルと、該トップパネルに折り曲げ可能に接続されている第１のサイドパネル
と、前記トップパネルに折り曲げ可能に接続されている第２のサイドパネルと、少なくと
も１つの第１のストラットによって前記第１のサイドパネルに接続されている第１のボト
ムパネルと、少なくとも１つの第２のストラットによって前記第２のサイドパネルに接続
されている第２のボトムパネルと、第１の折り線に沿って前記少なくとも１つの第１のス
トラットに折り曲げ可能に接続されている少なくとも１つの第１の延長フラップと、第２
の折り線に沿って前記少なくとも１つの第２のストラットに折り曲げ可能に接続されてい
る少なくとも１つの第２の延長フラップとを含むブランクを得るステップと、
　前記第１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルを、前記トップパネルに少なくと
も部分的に重なるように位置決めするステップと、
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　前記第１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのうちの少なくとも一方の少なく
とも一部が少なくとも１つの容器の上部と前記トップパネルとの間に少なくとも部分的に
配置されるように、該少なくとも１つの容器を位置決めするステップと、
　前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルのうちの少なくとも一方を内方へ
折り曲げることによって少なくとも１つの容器収納部を形成するとともに、第１の保持機
能部及び反対側の第２の保持機能部を形成するステップであって、前記少なくとも１つの
容器の周縁部分は、前記第１の保持機能部及び前記第２の保持機能部のうちの少なくとも
一方によって少なくとも部分的に保持されるようにし、前記第１の保持機能部及び前記第
２の保持機能部のうちの少なくとも一方の少なくとも一部は前記第１のサイドパネル又は
前記第２のサイドパネル内に位置し、前記少なくとも１つの第１の延長フラップ及び前記
少なくとも１つの第２の延長フラップのそれぞれは、前記少なくとも１つの容器に少なく
とも部分的に係合する、形成するステップと、
を含む、パッケージを形成する方法。
【請求項３５】
　少なくとも１つの第１の内側開口が、前記少なくとも１つの第１のストラットによって
少なくとも部分的に画定され、少なくとも１つの第２の内側開口が、前記少なくとも１つ
の第２のストラットによって少なくとも部分的に画定され、前記少なくとも１つの第１の
延長フラップ及び前記少なくとも１つの第２の延長フラップは、それぞれの前記少なくと
も１つの第１の内側開口及び前記少なくとも１つの第２の内側開口に隣接して延在し、
　前記少なくとも１つの容器収納部を形成するステップは、前記少なくとも１つの容器の
本体部分及び前記周縁部分を前記少なくとも１つの第１の内側開口及び前記少なくとも１
つの第２の内側開口に少なくとも部分的に収納するステップと、前記少なくとも１つの第
１の延長フラップ及び前記少なくとも１つの第２の延長フラップを、前記本体部分と少な
くとも部分的に対面接触させるとともに、前記少なくとも１つの容器の前記周縁部分と係
合させて配置するステップとを含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記少なくとも１つの容器の前記本体部分は、湾曲している本体部分を含み、
　前記少なくとも１つの第１の折り線及び前記少なくとも１つの第２の折り線のそれぞれ
は湾曲しており、
　前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルのうちの少なくとも一方を内方へ
折り曲げるステップは、前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルを、前記湾
曲している本体部分と少なくとも部分的に接触させて配置するステップであって、それに
より、前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルのそれぞれの部分が前記湾曲
している本体部分に概ね対応するように湾曲する、配置するステップを含む、請求項３５
に記載の方法。
【請求項３７】
　少なくとも１つの第１の内側開口が、前記第１のサイドパネルと、前記第１のボトムパ
ネルと、前記少なくとも１つの第１のストラットとによって少なくとも部分的に画定され
、
　前記第１のボトムパネルは、前記少なくとも１つの第１の内側開口に隣接して延在する
少なくとも１つの係止タブを含み、前記第２のボトムパネルは少なくとも１つの係止孔を
含み、
　前記第１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルを位置決めするステップは、前記
少なくとも１つの係止フラップの少なくとも一部を前記少なくとも１つの係止孔に少なく
とも部分的に挿入するステップを更に含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３８】
　前記ブランクは、少なくとも前記第１のサイドパネルに第１の切れ目線と、少なくとも
前記第２のサイドパネルに第２の切れ目線とを含み、
　前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルのうちの少なくとも一方を内方へ
折り曲げるステップは、前記第１の切れ目線から前記第１のサイドパネルの第１の保持縁
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を形成するステップと、前記第２の切れ目線から前記第２のサイドパネルの第２の保持縁
を形成するステップと、前記第１の保持縁及び前記第２の保持縁を前記少なくとも１つの
容器の前記周縁部分に隣接させて配置するステップとを含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３９】
　複数の容器を少なくとも部分的に保持するキャリアを含むパッケージであって、前記複
数の容器の各容器は周縁部分及び本体部分を含み、前記キャリアは、
　トップパネルと、該トップパネルに折り曲げ可能に接続されている第１のサイドパネル
と、前記トップパネルに折り曲げ可能に接続されている第２のサイドパネルと、少なくと
も１つの第１のストラットによって前記第１のサイドパネルに接続されている第１のボト
ムパネルと、少なくとも１つの第２のストラットによって前記第２のサイドパネルに接続
されている第２のボトムパネルと、
　第１の列の少なくとも１つの第１の容器収納部と、第２の列の少なくとも１つの第２の
容器収納部と、
を備え、
　前記複数の容器は、前記第１の列の前記少なくとも１つの第１の容器収納部によって少
なくとも部分的に保持される少なくとも１つの第１の容器と、前記第２の列の前記少なく
とも１つの第２の容器収納部によって少なくとも部分的に保持される少なくとも１つの第
２の容器とを含み、前記少なくとも１つの第１の容器収納部及び前記少なくとも１つの第
２の容器収納部のそれぞれは、第１の保持機能部及び反対側の第２の保持機能部を含み、
前記第１の保持機能部及び前記第２の保持機能部のうちの少なくとも一方の少なくとも一
部は、前記第１のサイドパネル又は前記第２のサイドパネルに位置し、前記少なくとも１
つの第１の容器及び前記少なくとも１つの第２の容器のそれぞれの前記周縁部分は、前記
それぞれの第１の保持機能部及び前記それぞれの第２の保持機能部のうちの少なくとも一
方によって少なくとも部分的に保持され、
　前記第１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのうちの少なくとも一方の少なく
とも一部は、前記少なくとも１つの容器の上部と前記トップパネルとの間に少なくとも部
分的に配置され、
　前記パッケージは、少なくとも前記第１のボトムパネルを含む第１の底部構造部と、少
なくとも前記第２のボトムパネルを含む第２の底部構造部とを更に含み、
　前記第１の底部構造部は第１の仕切りパネル及び第１の端部パネルを更に含み、前記第
２の底部構造部は第２の仕切りパネル及び第２の端部パネルを更に含む、複数の容器を少
なくとも部分的に保持するキャリアを含むパッケージ。
【請求項４０】
　前記第１のボトムパネルは前記第２の端部パネルに少なくとも部分的に重なり、前記第
１の仕切りパネルは前記第２の仕切りパネルに少なくとも部分的に重なり、前記第１の端
部パネルは前記第２のボトムパネルに少なくとも部分的に重なる、請求項３９に記載のパ
ッケージ。
【請求項４１】
　前記第２のボトムパネルは少なくとも１つの係止タブを含み、前記第１の仕切りパネル
は少なくとも１つの係止孔を含み、前記少なくとも１つの係止タブは前記少なくとも１つ
の係止孔に少なくとも部分的に係合する、請求項４０に記載のパッケージ。
【請求項４２】
　前記第２の仕切りパネルは少なくとも１つの仕切り開口を含み、前記少なくとも１つの
係止タブは前記少なくとも１つの仕切り開口に隣接する、請求項４１に記載のパッケージ
。
【請求項４３】
　前記少なくとも１つの第２の容器収納部の前記第２の保持機能部は、前記少なくとも１
つの容器の前記周縁部分に隣接する保持縁を含み、該保持縁は前記第１の仕切りパネルの
前記係止孔に隣接する、請求項４１に記載のパッケージ。
【請求項４４】
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　前記第１の端部パネルは前記第１の仕切りパネルに折り曲げ可能に接続されており、前
記第１の仕切りパネルは、少なくとも１つの第３のストラットによって前記第１のボトム
パネルに接続されており、前記第２の仕切りパネルは前記第２のボトムパネルに折り曲げ
可能に接続されており、前記第２の端部パネルは、少なくとも１つの第４のストラットに
よって前記第２の仕切りパネルに接続されている、請求項３９に記載のパッケージ。
【請求項４５】
　前記第１のボトムパネルは前記第２の端部パネルに少なくとも部分的に重なり、前記第
１の仕切りパネルは前記第２の仕切りパネルに少なくとも部分的に重なり、前記少なくと
も１つの第３のストラットは前記少なくとも１つの第４のストラットに概ね重なり、前記
第１の端部パネルは前記第２のボトムパネルに少なくとも部分的に重なる、請求項４４に
記載のパッケージ。
【請求項４６】
　前記少なくとも１つの第３のストラット及び前記少なくとも１つの第４のストラットの
それぞれは、前記トップパネルに対して斜めであり、
　少なくとも前記第２の仕切りパネルは前記トップパネルに対して斜めであり、
　前記少なくとも１つの第３のストラットは、少なくとも１つの第１の仕切り折り線に沿
って前記第１の仕切りパネルに折り曲げ可能に接続されており、前記少なくとも１つの第
４のストラットは、少なくとも１つの第２の仕切り折り線に沿って前記第２の仕切りパネ
ルに折り曲げ可能に接続されており、前記少なくとも１つの第１の仕切り折り線及び前記
少なくとも１つの第２の仕切り折り線は、前記トップパネルから離間しており、略横方向
にあり、前記第１の列と前記第２の列との間に延びている、請求項４４に記載のパッケー
ジ。
【請求項４７】
　前記第２の底部構造部は、前記第２の仕切りパネルに折り曲げ可能に接続されている少
なくとも１つの仕切りフラップを含み、該少なくとも１つの仕切りフラップの少なくとも
一部は、前記少なくとも１つの第４のストラットに隣接して位置しており、
　前記少なくとも１つの第１の容器収納部及び前記少なくとも１つの第２の容器収納部の
前記それぞれの第１の保持機能部は、それぞれの第１の外側保持機能部及び第２の外側保
持機能部を含み、前記少なくとも１つの第１の容器収納部及び前記少なくとも１つの第２
の容器収納部の前記それぞれの第２の保持機能部は、それぞれの第１の内側保持機能部及
び第２の内側保持機能部を含み、
　前記第１の内側保持機能部は、前記少なくとも１つの仕切りフラップにある第１の内側
保持縁を含み、前記第１の外側保持機能部は、前記第１のサイドパネルにある第１の外側
保持縁を含み、前記第１の内側保持縁及び前記第１の外側保持縁のそれぞれは、前記少な
くとも１つの第１の容器の前記周縁部分のそれぞれの部分を少なくとも部分的に収納する
、請求項４４に記載のパッケージ。
【請求項４８】
　前記第２の内側保持機能部は、前記第１の仕切りパネルにある第２の内側保持縁を含み
、前記第２の外側保持機能部は、前記第２のサイドパネルにある第２の外側保持縁を含み
、前記第２の内側保持縁及び前記第２の外側保持縁のそれぞれは、前記少なくとも１つの
第２の容器の前記周縁部分のそれぞれの部分を少なくとも部分的に収納する、請求項４７
に記載のパッケージ。
【請求項４９】
　前記少なくとも１つの第１のストラットは少なくとも２つの第１のストラットを含み、
前記少なくとも１つの第２のストラットは少なくとも２つの第２のストラットを含み、前
記少なくとも１つの第３のストラットは少なくとも２つの第３のストラットを含み、前記
少なくとも１つの第４のストラットは少なくとも２つの第４のストラットを含む、請求項
４４に記載のパッケージ。
【請求項５０】
　前記少なくとも２つの第１のストラット、前記少なくとも２つの第３のストラット、及
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び前記少なくとも２つの第４のストラットのそれぞれは、前記少なくとも１つの第１の容
器に隣接する斜めの縁を含む、請求項４９に記載のパッケージ。
【請求項５１】
　前記少なくとも２つの第２のストラットのそれぞれは、前記少なくとも１つの第２の容
器に隣接する斜めの縁を含み、前記第２の仕切りパネルは、前記少なくとも１つの第２の
内側保持機能部と概ね位置合わせされるとともに、前記少なくとも１つの第２の容器に隣
接する少なくとも１つの弧状の縁を含む、請求項４９に記載のパッケージ。
【請求項５２】
　前記第１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのそれぞれは、２つの横方向縁を
含み、
　前記少なくとも１つの第１のストラットは、第１の横方向折り線に沿って前記第１のボ
トムパネルに折り曲げ可能に接続されており、前記少なくとも１つの第２のストラットは
、第２の横方向折り線に沿って前記第２のボトムパネルに折り曲げ可能に接続されており
、前記第１の横方向折り線及び前記第２の横方向折り線のそれぞれは、それぞれの前記第
１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのそれぞれの前記２つの横方向縁からそれ
ぞれ離間している、請求項３９に記載のパッケージ。
【請求項５３】
　前記第２の仕切りパネルは、少なくとも２つの第３の横方向折り線に沿って前記第２の
ボトムパネルに折り曲げ可能に接続されており、前記少なくとも２つの第３の横方向折り
線は前記第２のボトムパネルの前記２つの横方向縁から離間している、請求項５２に記載
のパッケージ。
【請求項５４】
　前記少なくとも１つの第１の容器収納部及び前記少なくとも１つの第２の容器収納部の
前記それぞれの第１の保持機能部は、それぞれの第１の外側保持機能部及び第２の外側保
持機能部を含み、前記少なくとも１つの第１の容器収納部及び前記少なくとも１つの第２
の容器収納部の前記それぞれの第２の保持機能部は、それぞれの第１の内側保持機能部及
び第２の内側保持機能部を含む、請求項３９に記載のパッケージ。
【請求項５５】
　前記第１の内側保持機能部は、前記第１の底部構造部にある第１の内側保持縁を含み、
前記第２の内側保持機能部は、前記第２の底部構造部にある第２の内側保持縁を含む、請
求項５４に記載のパッケージ。
【請求項５６】
　前記第１の外側保持機能部は、前記第１のサイドパネルにある第１の外側保持縁を含み
、前記第２の外側保持機能部は、前記第２のサイドパネルにある第２の外側保持縁を含み
、前記第１の外側保持縁は前記第１の内側保持縁と位置合わせされ、前記第２の外側保持
縁は前記第２の内側保持縁と位置合わせされる、請求項５５に記載のパッケージ。
【請求項５７】
　複数の容器を少なくとも部分的に保持するキャリアを形成するためのブランクであって
、前記複数の容器の各容器は周縁部分及び本体部分を含み、該ブランクは、
　トップパネルと、該トップパネルに折り曲げ可能に接続されている第１のサイドパネル
と、前記トップパネルに折り曲げ可能に接続されている第２のサイドパネルと、少なくと
も１つの第１のストラットによって前記第１のサイドパネルに接続されている第１のボト
ムパネルと、少なくとも１つの第２のストラットによって前記第２のサイドパネルに接続
されている第２のボトムパネルと、
　該ブランクから形成される前記キャリアにおいて、第１の列の少なくとも１つの第１の
容器収納部と、第２の列の少なくとも１つの第２の容器収納部とを形成するための収納機
能部と、
を備え、
　前記複数の容器は、該ブランクから形成される前記キャリアにおいて前記第１の列の前
記少なくとも１つの第１の容器収納部によって少なくとも部分的に保持される少なくとも
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１つの第１の容器と、該ブランクから形成される前記キャリアにおいて前記第２の列の前
記少なくとも１つの第２の容器収納部によって少なくとも部分的に保持される少なくとも
１つの第２の容器とを含み、前記少なくとも１つの第１の容器収納部及び前記少なくとも
１つの第２の容器収納部のそれぞれは、該ブランクから形成される前記キャリアにおいて
第１の保持機能部及び反対側の第２の保持機能部を含み、前記第１の保持機能部及び前記
第２の保持機能部のうちの少なくとも一方の少なくとも一部は、該ブランクから形成され
る前記キャリアにおいて前記第１のサイドパネル又は前記第２のサイドパネルに位置し、
前記第１の保持機能部及び前記第２の保持機能部のうちの少なくとも一方は、該ブランク
から形成される前記キャリアにおいて、前記少なくとも１つの第１の容器及び前記少なく
とも１つの第２の容器の前記それぞれの周縁部分を少なくとも部分的に保持し、
　前記第１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのうちの少なくとも一方の少なく
とも一部は、前記キャリアが該ブランクから形成される場合、前記少なくとも１つの容器
の上部と前記トップパネルとの間に少なくとも部分的に配置され、
　前記ブランクは、少なくとも前記第１のボトムパネルを含む第１の底部構造部と、少な
くとも前記第２のボトムパネルを含む第２の底部構造部とを更に含み、
　前記第１の底部構造部は第１の仕切りパネル及び第１の端部パネルを更に含み、前記第
２の底部構造部は第２の仕切りパネル及び第２の端部パネルを更に含む、複数の容器を少
なくとも部分的に保持するキャリアを形成するためのブランク。
【請求項５８】
　前記キャリアが前記ブランクから形成される場合、前記第１のボトムパネルは前記第２
の端部パネルに少なくとも部分的に重なるためのものであり、前記第１の仕切りパネルは
前記第２の仕切りパネルに少なくとも部分的に重なるためのものであり、前記第１の端部
パネルは、前記第２のボトムパネルに少なくとも部分的に重なるためのものである、請求
項５７に記載のブランク。
【請求項５９】
　前記第２のボトムパネルは少なくとも１つの係止タブを含み、前記第１の仕切りパネル
は少なくとも１つの係止孔を含み、前記少なくとも１つの係止タブは、前記キャリアが前
記ブランクから形成される場合、前記少なくとも１つの係止孔に少なくとも部分的に係合
するためのものである、請求項５８に記載のブランク。
【請求項６０】
　前記第２の仕切りパネルは少なくとも１つの仕切り開口を含み、前記少なくとも１つの
係止タブは前記少なくとも１つの仕切り開口に隣接している、請求項５９に記載のブラン
ク。
【請求項６１】
　前記第１の仕切りパネルは前記係止孔に隣接している保持縁を含み、該保持縁は、前記
ブランクから形成される前記キャリアにおいて前記少なくとも１つの容器の前記周縁部分
に隣接して配置される、請求項５９に記載のブランク。
【請求項６２】
　前記第１の端部パネルは、前記第１の仕切りパネルに折り曲げ可能に接続されており、
前記第１の仕切りパネルは、少なくとも１つの第３のストラットによって前記第１のボト
ムパネルに接続されており、前記第２の仕切りパネルは、前記第２のボトムパネルに折り
曲げ可能に接続されており、前記第２の端部パネルは、少なくとも１つの第４のストラッ
トによって前記第２の仕切りパネルに接続されている、請求項５７に記載のブランク。
【請求項６３】
　前記少なくとも１つの第３のストラットは、少なくとも１つの第１の仕切り折り線に沿
って前記第１のボトムパネルに折り曲げ可能に接続されており、前記少なくとも１つの第
３のストラットは、少なくとも１つの第２の仕切り折り線に沿って前記第１の仕切りパネ
ルに折り曲げ可能に接続されており、前記少なくとも１つの第４のストラットは、少なく
とも１つの第３の仕切り折り線に沿って前記第２のボトムパネルに折り曲げ可能に接続さ
れており、前記少なくとも１つの第４のストラットは、少なくとも１つの第４の仕切り折
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り線に沿って前記第２の仕切りパネルに折り曲げ可能に接続されている、請求項６２に記
載のブランク。
【請求項６４】
　前記第２の底部構造部は、前記第２の仕切りパネルに折り曲げ可能に接続されている少
なくとも１つの仕切りフラップを含み、該少なくとも１つの仕切りフラップの少なくとも
一部は前記少なくとも１つの第４のストラットに隣接して位置しており、
　前記少なくとも１つの仕切りフラップは第１の保持縁を含み、前記第１のサイドパネル
は、前記ブランクから形成される前記キャリアに第２の保持縁を形成するための少なくと
も１つの第１の切れ目線を含み、前記収納機能部は、前記ブランクから形成される前記キ
ャリアに、前記第１の保持縁及び前記第２の保持縁から前記少なくとも１つの第１の容器
収納部の少なくとも一部を形成するためのものである、請求項６２に記載のブランク。
【請求項６５】
　前記第１の仕切りパネルは第３の保持縁を含み、前記第２のサイドパネルは、前記ブラ
ンクから形成される前記キャリアに第４の保持縁を形成するための少なくとも１つの第２
の切れ目線を含み、前記収納機能部は、前記ブランクから形成される前記キャリアに、前
記第３の保持縁及び前記第４の保持縁から前記少なくとも１つの第２の容器収納部の少な
くとも一部を形成するためのものである、請求項６４に記載のブランク。
【請求項６６】
　前記少なくとも１つの第１のストラットは少なくとも２つの第１のストラットを含み、
前記少なくとも１つの第２のストラットは少なくとも２つの第２のストラットを含み、前
記少なくとも１つの第３のストラットは少なくとも２つの第３のストラットを含み、前記
少なくとも１つの第４のストラットは少なくとも２つの第４のストラットを含み、
　前記少なくとも２つの第１のストラット、前記少なくとも２つの第３のストラット及び
前記少なくとも２つの第４のストラットのそれぞれは、前記少なくとも１つの第１の容器
に隣接して配置される斜めの縁を含み、
　前記少なくとも２つの第２のストラットのそれぞれは、前記少なくとも１つの第２の容
器に隣接して配置される斜めの縁を含む、請求項６２に記載のブランク。
【請求項６７】
　前記第２の仕切りパネルは、前記少なくとも１つの第２の容器に隣接して配置されるた
めのものである少なくとも１つの弧状の縁を含む、請求項５７に記載のブランク。
【請求項６８】
　前記第１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのそれぞれは、２つの横方向縁を
含み、
　前記少なくとも１つの第１のストラットは、第１の横方向折り線に沿って前記第１のボ
トムパネルに折り曲げ可能に接続されており、前記少なくとも１つの第２のストラットは
、第２の横方向折り線に沿って前記第２のボトムパネルに折り曲げ可能に接続されており
、前記第１の横方向折り線及び前記第２の横方向折り線のそれぞれは、それぞれの前記第
１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのそれぞれの前記２つの横方向縁からそれ
ぞれ離間している、請求項５７に記載のブランク。
【請求項６９】
　前記第２の仕切りパネルは、少なくとも２つの第３の横方向折り線に沿って前記第２の
ボトムパネルに折り曲げ可能に接続されており、前記少なくとも２つの第３の横方向折り
線は前記第２のボトムパネルの前記２つの横方向縁から離間している、請求項６８に記載
のブランク。
【請求項７０】
　前記第１の底部構造部は第１の内側保持縁を含み、前記第２の底部構造部は第２の内側
保持縁を含み、前記第１のサイドパネルは第１の外側保持縁を含み、前記第２のサイドパ
ネルは第２の外側保持縁を含み、前記第１の外側保持縁は前記第１の内側保持縁と位置合
わせされ、前記第２の外側保持縁は前記第２の内側保持縁と位置合わせされる、請求項５
７に記載のブランク。
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【請求項７１】
　パッケージを形成する方法であって、
　トップパネルと、該トップパネルに折り曲げ可能に接続されている第１のサイドパネル
と、前記トップパネルに折り曲げ可能に接続されている第２のサイドパネルと、少なくと
も１つの第１のストラットによって前記第１のサイドパネルに接続されている第１のボト
ムパネルと、少なくとも１つの第２のストラットによって前記第２のサイドパネルに接続
されている第２のボトムパネルとを含むブランクを得るステップと、
　前記第１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルを、前記トップパネルに少なくと
も部分的に重なるように位置決めするステップと、
　少なくとも前記第１のボトムパネルの少なくとも一部が少なくとも１つの第１の容器の
上部と前記トップパネルとの間に少なくとも部分的に配置されるように、該少なくとも１
つの第１の容器を位置決めするとともに、少なくとも前記第２のボトムパネルの少なくと
も一部が少なくとも１つの第２の容器の上部と前記トップパネルとの間に少なくとも部分
的に配置されるように、該少なくとも１つの第２の容器を位置決めするステップと、
　前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルのうちの少なくとも一方を内方へ
折り曲げることによって、第１の列の少なくとも１つの第１の容器収納部及び第２の列の
少なくとも１つの第２の容器収納部を形成するとともに、第１の保持機能部及び反対側の
第２の保持機能部を形成するステップであって、前記少なくとも１つの第１の容器及び前
記少なくとも１つの第２の容器のそれぞれの周縁部分は、前記第１の保持機能部及び前記
第２の保持機能部のうちの少なくとも一方によって少なくとも部分的に保持されるように
し、前記第１の保持機能部及び前記第２の保持機能部のうちの少なくとも一方の少なくと
も一部は前記第１のサイドパネル又は前記第２のサイドパネルに位置する、形成するステ
ップと、
を含み、
　前記ブランクは、第１の底部構造部と第２の底部構造部とを更に含み、前記第１の底部
構造部は、前記第１のボトムパネルと、第１の仕切りパネルと、第１の端部パネルとを含
み、前記第２の底部構造部は、前記第２のボトムパネルと、第２の仕切りパネルと、第２
の端部パネルとを含み、
　前記方法は、前記第１の底部構造部の少なくとも一部と前記第２の底部構造部の少なく
とも一部とを含む仕切りを形成するステップを更に含み、該仕切りは、前記第１の列と前
記第２の列との間に少なくとも部分的に配置される、パッケージを形成する方法。
【請求項７２】
　前記少なくとも１つの第１の容器収納部及び前記少なくとも１つの第２の容器収納部の
それぞれの前記第１の保持機能部を形成するステップは、少なくとも前記第１のサイドパ
ネルにそれぞれの第１の外側保持機能部、及び少なくとも前記第２のサイドパネルに第２
の外側保持機能部を形成するステップを含み、
　前記少なくとも１つの第１の容器収納部及び前記少なくとも１つの第２の容器収納部の
それぞれの前記第２の保持機能部を形成するステップは、前記仕切りの少なくとも一部に
おいてそれぞれの第１の内側保持機能部、及び前記仕切りの少なくとも一部において第２
の内側保持機能部を形成するステップを含む、請求項７１に記載の方法。
【請求項７３】
　前記第１の端部パネルは、前記第１の仕切りパネルに折り曲げ可能に接続されており、
該第１の仕切りパネルは、少なくとも１つの第３のストラットによって前記第１のボトム
パネルに接続されており、前記第２の仕切りパネルは前記第２のボトムパネルに折り曲げ
可能に接続されており、前記第２の端部パネルは少なくとも１つの第４のストラットによ
って前記第２の仕切りパネルに接続されており、前記第１の仕切りパネルは、少なくとも
１つの第１の仕切り折り線に沿って前記少なくとも１つの第３のストラットに折り曲げ可
能に接続されており、前記第２の仕切りパネルは、少なくとも１つの第２の仕切り折り線
に沿って前記少なくとも１つの第４のストラットに折り曲げ可能に接続されており、
　前記仕切りを形成するステップは、前記第１の仕切りパネルを、前記第１の端部パネル
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から前記第１の仕切り折り線まで下方へ延びるように位置決めするステップと、前記少な
くとも１つの第３のストラットを、前記第１のボトムパネルから前記第１の仕切り折り線
まで下方かつ斜めに延びるように位置決めするステップと、前記第２の仕切りパネルを、
前記第２のボトムパネルから前記第２の仕切り折り線まで下方及び斜めに延びるように位
置決めするステップと、前記少なくとも１つの第４のストラットを、前記第２の端部パネ
ルから前記第２の仕切り折り線まで下方かつ斜めに延びるように位置決めするステップと
を更に含む、請求項７１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、包括的には、飲料容器、缶、又は他のタイプの物品を保持及び供給するカー
トンに関する。本開示は、より詳細には、１つ又は複数の容器のフランジに取り付けられ
るカートンに関する。
【０００２】
　　［関連出願の相互参照］
　本願は、２０１０年１２月３日付けで出願された米国仮特許出願第６１／４５８，９３
１号の利益を主張する。
【０００３】
　　［参照による援用］
　２０１０年１２月３日付けで出願された米国仮特許出願第６１／４５８，９３１号は、
その開示全体が本明細書に提示されているかのように全ての目的で引用することにより本
明細書の一部をなすものとする。
【発明の概要】
【０００４】
　概して、本開示の一態様は、包括的には、少なくとも１つの容器を保持するキャリアを
含むパッケージに関する。前記少なくとも１つの容器は周縁部分と本体部分とを含むこと
ができる。前記キャリアは、トップパネルと、該トップパネルに折り曲げ可能に接続され
ている第１のサイドパネルと、前記トップパネルに折り曲げ可能に接続されている第２の
サイドパネルと、少なくとも１つの第１のストラットによって前記第１のサイドパネルに
接続されている第１のボトムパネルと、少なくとも１つの第２のストラットによって前記
第２のサイドパネルに接続されている第２のボトムパネルと、を備える。キャリアは更に
、第１の保持機能部と反対側の第２の保持機能部とを含む少なくとも１つの容器収納部分
を備えることができる。前記第１の保持機能部及び前記第２の保持機能部のうちの少なく
とも一方の少なくとも一部は、前記第１のサイドパネル又は前記第２のサイドパネルに位
置する。前記少なくとも１つの容器の前記周縁部分は、前記第１の保持機能部及び前記第
２の保持機能部のうちの少なくとも一方によって少なくとも部分的に保持されることがで
きる。前記第１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのうちの少なくとも一方の少
なくとも一部は、前記少なくとも１つの容器の上部と前記トップパネルとの間に少なくと
も部分的に配置される。
【０００５】
　別の態様では、本開示は、包括的には、少なくとも１つの容器を少なくとも部分的に保
持するキャリアを形成するブランクに関する。前記少なくとも１つの容器は周縁部分と本
体部分とを含むことができる。ブランクは、トップパネルと、該トップパネルに折り曲げ
可能に接続されている第１のサイドパネルと、前記トップパネルに折り曲げ可能に接続さ
れている第２のサイドパネルと、少なくとも１つの第１のストラットによって前記第１の
サイドパネルに接続されている第１のボトムパネルと、少なくとも１つの第２のストラッ
トによって前記第２のサイドパネルに接続されている第２のボトムパネルと、を備える。
ブランクは更に、該ブランクから形成される前記キャリアの第１の保持機能部と反対側の
第２の保持機能部とを含む少なくとも１つの容器収納部分を形成する収納機能部を備える
ことができる。前記第１の保持機能部及び前記第２の保持機能部のうちの少なくとも一方
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の少なくとも一部は、該ブランクから形成される前記キャリアでは前記第１のサイドパネ
ル又は前記第２のサイドパネル内に位置する。前記第１の保持機能部及び前記第２の保持
機能部のうちの少なくとも一方は、該ブランクから形成される前記キャリアに前記少なく
とも１つの容器の前記周縁部分を少なくとも部分的に保持するためのものである。前記第
１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのうちの少なくとも一方の少なくとも一部
は、前記少なくとも１つの容器の上部と前記トップパネルとの間に少なくとも部分的に配
置されるためのものである。
【０００６】
　別の態様では、本開示は、包括的には、キャリアを組み立てる方法に関する。本方法は
、トップパネルと、該トップパネルに折り曲げ可能に接続されている第１のサイドパネル
と、前記トップパネルに折り曲げ可能に接続されている第２のサイドパネルと、少なくと
も１つの第１のストラットによって前記第１のサイドパネルに接続されている第１のボト
ムパネルと、少なくとも１つの第２のストラットによって前記第２のサイドパネルに接続
されている第２のボトムパネルとを含むブランクを得ることと、を含むことができる。本
方法は更に、前記第１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルを、前記トップパネル
に少なくとも部分的に重なるように位置決めすることと、
　前記第１のボトムパネル及び前記第２のボトムパネルのうちの少なくとも一方の少なく
とも一部が前記少なくとも１つの容器の上部と前記トップパネルとの間に少なくとも部分
的に配置されるように前記少なくとも１つの容器を位置決めすることと、を含むことがで
きる。本方法はまた、前記第１のサイドパネル及び前記第２のサイドパネルのうちの少な
くとも一方を内方へ折り曲げることによって少なくとも１つの容器収納部分を形成すると
ともに、第１の保持機能部及び反対側の第２の保持機能部を形成することであって、前記
少なくとも１つの容器の周縁部分が前記第１の保持機能部及び前記第２の保持機能部のう
ちの少なくとも一方によって少なくとも部分的に保持されるようにする、少なくとも１つ
の容器収納部分を形成するとともに、第１の保持機能部と反対側の第２の保持機能部とを
形成することと、を含む。前記第１の保持機能部及び前記第２の保持機能部のうちの少な
くとも一方の少なくとも一部は前記第１のサイドパネル又は前記第２のサイドパネル内に
位置する。
【０００７】
　本開示の他の態様、特徴及び詳細は、図面と組み合わせた以下の詳細な説明の参照から
より完全に理解されることができる。
【０００８】
　当業者は、添付図面を参照して実施形態の以下の詳細な説明を読むことによって、上記
の利点、並びに種々の更なる実施形態の他の利点及び利益を理解するであろう。さらに、
以下で説明する図面の種々の特徴は、必ずしも一定の縮尺比で描かれているとは限らない
。図面における種々の特徴及び要素の寸法は、本開示の実施形態をより明確に示すために
拡大又は縮小されている場合がある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本開示の第１の実施形態によるパッケージを形成するのに用いられるブランクの
平面図である。
【図２】本開示の第１の実施形態による部分的に形成されたパッケージの平面図である。
【図３】本開示の第１の実施形態による組み立てられたパッケージの底面図である。
【図４】図３のパッケージを底面から見た斜視図である。
【図５】図３のパッケージを上面から見た斜視図である。
【図６】図３のパッケージの端面図である。
【図７】本開示の第２の実施形態によるパッケージを形成するのに用いられるブランクの
平面図である。
【図８】本開示の第２の実施形態による部分的に形成されたパッケージの斜視図である。
【図９】本開示の第２の実施形態による組み立てられたパッケージの底面斜視図である。
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【図１０】本開示の第２の実施形態による組み立てられたパッケージの上面斜視図である
。
【図１１】図１０のパッケージの端面図である。
【図１２】図１０のパッケージの端部の斜視図である。
【図１３】本開示の第３の実施形態によるパッケージを形成するのに用いられるブランク
の平面図である。
【図１４】本開示の第４の実施形態によるパッケージを形成するのに用いられるブランク
の平面図である。
【図１５】本開示の第４の実施形態による部分的に形成されたパッケージの平面図である
。
【図１６】容器が配置されている、図１５の部分的に形成されたパッケージの底面図であ
る。
【図１７】本開示の第４の実施形態による組み立てられたパッケージの底面斜視図である
。
【図１８】２つの容器が省かれている、図１７のパッケージの底面斜視図である。
【図１９】２つの容器が省かれている、図１７のパッケージの底面斜視図である。
【図２０】本開示の第４の実施形態による組み立てられたパッケージの上面斜視図である
。
【図２１】図２０のパッケージの端面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　対応する部分は、図面を通して対応する参照符号によって示されている。
【００１１】
　本開示は、包括的に、カップ、ジャー、ボトル、缶等のような容器を保持して陳列する
ためのキャリア、構成物、スリーブ、カートン等、及びパッケージに関する。容器は、例
えば、食品及び飲料製品を包装するために用いることができる。容器は、特定の食料品又
は飲料品を包装するのに適した組成の材料から作ることができ、その材料は、ＰＥＴ、Ｌ
ＤＰＥ、ＬＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＰＰ、ＰＳ、ＰＶＣ、ＥＶＯＨ、及びナイロン等のプラ
スチック等、アルミニウム及び／又は他の金属、ガラス、又はそれらの任意の組み合わせ
を含むが、これらに限定されない。
【００１２】
　図示の実施形態では、容器のそれぞれは、それぞれの容器の上端部に又は上端部付近に
あるものとすることができる周縁部分を含むことができる。周縁部分は、１杯分のカップ
（例えば図４～図６の容器Ｃ１）から延びるフランジ、又は缶（例えば図１０～図１２の
容器Ｃ２）のへり等の周縁を含むことができる。容器の周縁部分は、本開示から逸脱する
ことなく別様に構成するか又は省くことができる。
【００１３】
　本開示によるキャリアは、多数の異なる形状の容器を収容することができる。本開示の
範囲を限定する目的ではなく、説明する目的から、以下の詳細な説明では、キャリアの実
施形態の中に少なくとも部分的に配置される食料製品容器（例えば、プラスチック容器又
はアルミニウム缶）について説明する。本明細書において、「下側」、「ボトム」、「上
側」、及び「トップ」という用語は、完全に組み立てられたキャリア又はパッケージに関
して定められる向きを示す。
【００１４】
　本実施形態は、容器に取り付け、容器を収容するためのキャリア又はパッケージを対象
とする。カートン又はキャリア１５０が、図３～図６においてその組み立てられた状態で
示されており、これらの図においてカートン又はキャリアは容器Ｃ１に取り付けられ、パ
ッケージ１６０を形成している。図示の実施形態では、容器Ｃ１は、概してフランジ部分
Ｆを含む上部と下部すなわち本体Ｂとを有する１杯分のプラスチックカップとして示され
ているが、本開示から逸脱することなく他の容器をパッケージ１６０内に保持してもよい
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。
【００１５】
　図１は、本開示の一実施形態によるカートン又はキャリア１５０を形成するのに用いら
れるブランク８の外面３の平面図である。ブランク８は、縦軸Ｌ１と横軸Ｌ２とを有する
。図１に示されているように、ブランク８は、縦軸Ｌ１及び横軸Ｌ２を中心に全体的に又
は部分的に対称であるものとすることができる。したがって、図面の特定の要素は、全体
的な及び／又は部分的な対称性を反映するために共通の参照符号を共有する。
【００１６】
　図１を参照すると、ブランク８は、第１の横方向折り線２１において第１のサイドパネ
ル２０に折り曲げ可能に接続されているトップパネル１０と、第２の横方向折り線３１に
おいて第１のサイドパネル２０に折り曲げ可能に接続されている第１のボトムパネル３０
と、第３の横方向折り線４１においてトップパネル１０に折り曲げ可能に接続されている
第２のサイドパネル４０と、第４の横方向折り線５１において第２のサイドパネル４０に
折り曲げ可能に接続されている第２のボトムパネル５０とを含む。
【００１７】
　１つ又は複数の切れ目を、横方向折り線２１、３１、４１、５１のそれぞれに含めて、
その折り線に沿って折ることを容易にすることができる。任意の数の切れ目を折り線のい
ずれにも形成することができるが、切れ目の数及び長さは、例えばブランク８を形成する
のに用いられる材料のゲージ及び／又は硬さに従って選択することができる。折り線２１
、３１、４１、５１は、本開示から逸脱することなく他の方法（例えば切れ目のない折り
目線）によって形成することができる。
【００１８】
　図示の実施形態では、ブランク８は、一列に配置されるそれぞれの容器収納部分１２を
形成する２つの収納機能部を含む。各容器収納部分１２は、組み立てられたキャリア１５
０内に保持される容器Ｃ１の上部を収納する形状及びサイズになっている。例示的な実施
形態では、２つの容器Ｃ１は、組み立てられたキャリア１５０内に収容されて、１×２の
パッケージ１６０を形成する。１×３、１×４又は２×２等の他のパッケージ構成も本開
示の範囲内にある。各容器収納部分１２の収納機能部は、第１の横方向折り線２１を横切
って延びる第１のタブ１６と、第１のタブ１６とは反対側の、第３の横方向折り線４１を
横切って延びる第２のタブ１８とを含む。第１のタブ１６はそれぞれ、トップパネル１０
内に延びてサイドパネル２０に入る引き裂き線又は切れ目線１７によって画定される。同
様に、第２のタブ１８はそれぞれ、トップパネル１０内に延びてサイドパネル４０に入る
引き裂き線又は切れ目線１９によって画定される。組み立てられたキャリアでは、タブ１
６、１８はそれぞれの切れ目線１７、１９においてそれぞれのサイドパネル２０、４０か
ら分離し、それぞれのサイドパネル２０、４０のそれぞれの下縁又は保持縁２５、４５を
有する、反対側にある側部開口２２、４２の形態の保持機能部をそれぞれ形成する（図４
～図６）。各容器収納部分１２の側部開口２２、４２は、容器Ｃ１の対向する両側におい
てフランジＦと係合するためのものである。
【００１９】
　図示の実施形態では、第１のボトムパネル３０は、２つの第１の外側ストラット３２及
び第１の内側ストラット３４によって第１のサイドパネル２０に接続されている。開口３
６が、各第１の外側ストラット３２と第１の内側ストラット３４との間に画定されている
。開口３６は、第１のボトムパネル３０の内側縁３３と第１のサイドパネル２０の内側縁
２３との間に更に画定することができる。各開口３６は、第１の外側ストラット３２及び
第１の内側ストラット３４の少なくとも一部がそれぞれの容器収納部分の両側に配置され
るようにそれぞれの容器収納部分１２と概ね位置合わせされている。第１のストラット３
２、３４はそれぞれ、横方向折り線３１において第１のサイドパネル２０に、及び横方向
折り線３５において第１のボトムパネル３０に折り曲げ可能に接続されている。図１に示
されているように、横方向折り線３５は、第１のボトムパネル３０の横方向内側縁３３及
び横方向外側縁３７から離間して第１のボトムパネル内に延びる。第１のストラット３２
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、３４は、斜めの切れ目線３９に沿って第１のボトムパネル３０から分離可能である。代
替的な実施形態では、切れ目線３９は、引き裂き線、又は別の弱化形態であるものとする
ことができる。第１のストラットは概ね台形の形状を有することができ、この場合、折り
線３５は、それぞれのストラットの、折り線３１においてサイドパネル２０に接続されて
いる部分よりも短い。
【００２０】
　図示の実施形態では、第２のボトムパネル５０は、２つの第２の外側ストラット５２及
び第２の内側ストラット５４によって第２のサイドパネル４０に接続されている。開口５
６が、各第２の外側ストラット５２と第２の内側ストラット５４との間に画定されている
。開口５６は、第２のボトムパネル５０の内側縁５３と第２のサイドパネル４０の内側縁
４３との間に更に画定することができる。各開口５６は、第２の外側ストラット５２及び
第２の内側ストラット５４の少なくとも一部がそれぞれの容器収納部分１２の両側に配置
されるようにそれぞれの容器収納部分と概ね位置合わせされている。第２の外側ストラッ
ト５２のそれぞれは、それぞれの第１の外側ストラット３２と更に概ね位置合わせされて
おり、第２の内側ストラット５４は第１の内側ストラット３４と概ね位置合わせされてい
る。第２のストラット５２、５４はそれぞれ、横方向折り線５１において第２のサイドパ
ネル４０に、及び横方向折り線５５において第２のボトムパネル５０に折り曲げ可能に接
続されている。図１に示されているように、横方向折り線５５は、第２のボトムパネル５
０の横方向内側縁５３及び横方向外側縁５７から離間して第１のボトムパネル内に延びる
。第２のストラット５２、５４は、斜めの切れ目線５９に沿って第２のボトムパネル５０
から分離可能である。代替的な実施形態では、切れ目線５９は、引き裂き線、又は別の弱
化形態であるものとすることができる。第２のストラットは概ね台形の形状を有すること
ができ、この場合、折り線５５は、それぞれのストラットの、折り線５１においてサイド
パネル４０に接続されている部分よりも短い。
【００２１】
　代替的な実施形態では、２つ以上の内側ストラット３４、５４を内側ストラット及び外
側ストラットの各セットに含めることができる。例えば、１つの列に４つの容器収納部分
を有する代替的なキャリアが、外側ストラットの各セット間に位置する３つの内側ストラ
ットを含むことができる。更なる代替形態では、キャリアは、１つの容器収納部分を含み
、内側ストラットは含まないものとすることができる。
【００２２】
　キャリア１５０を組み立ててパッケージ１６０を形成する例示的な方法を、図２～図４
を参照して以下で説明する。ブランク８の底面から見た図である図２に示されているよう
に、ボトムパネル３０、５０がトップパネル１０の内面及びそれぞれのサイドパネル２０
、４０の内面の少なくとも一部と対面接触するように、ボトムパネル３０、５０及びスト
ラット３２、３４、５２、５４を矢印Ａ１の方向にそれぞれの折り線３１、５１に沿って
折り曲げる。容器Ｃ１は、外側ストラット３２、５２とそれぞれの内側ストラット３４、
５４との間で、容器収納部分１２のそれぞれにわたってボトムパネル３０、５０に配置す
ることができる。サイドパネル２０、４０を、トップパネル１０に対して概ね垂直になる
まで（図６）、それぞれの折り線２１、４１に沿って内方へ折り曲げ、ボトムパネル３０
、５０を容器Ｃ１のフランジＦとトップパネル１０との間で内方へ摺動させることができ
る。サイドパネル２０、４０を内方へ折り曲げると、ストラット３２、３４及び５２、５
４は、それぞれの折り線３１、３５及び５１、５５に沿って折り曲がってそれぞれのボト
ムパネル３０、５０からそれぞれの隣接するサイドパネル２０、４０に向かって上方かつ
斜めに延びるため、切れ目線３９、５９においてそれぞれのボトムパネル３０、５０から
分離して、斜めの縁６１を形成する。内側ストラット３４、５４は、縁６１が容器の本体
Ｂの内側に近接するか又は隣接して延びている状態で容器Ｃ１間に部分的に延びる。外側
ストラット３２、５２は、容器の本体Ｂの外側に近接するか又は隣接して延びる。
【００２３】
　さらに、サイドパネル２０、４０を内方へ折り曲げると、トップパネル１０から延びる
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それぞれのタブ１６、１８に隣接して、それぞれのサイドパネル２０、４０内に保持機能
部（例えば側部開口２２、４２）が形成される。図３～図６に示されているように、各容
器Ｃ１のフランジＦは、それぞれの容器収納部分１２の側部開口２２、４２を通って延出
し、このことは、容器Ｃ１をキャリア１５０内に保持してパッケージ１６０を形成するの
を助ける。１つの実施形態によると、側部開口２２、４２は、側部開口のそれぞれの保持
縁２５、４５が各容器のフランジＦを上方へ押してボトムパネル３０、５０をトップパネ
ル１に押し付けるように配置されている。したがって、ストラット３２、３４、５２、５
４はボトムパネル３０、５０とともに上方へ引っ張られ、それによって、サイドパネル２
０、４０を容器Ｃ１の本体Ｂに対して内方へ押す（図３及び図４）。
【００２４】
　したがって、図示の実施形態では、容器Ｃ１は、接着剤又は他の締結具を必要とするこ
となくキャリア１５０内に保持することができる。その代わりに、容器Ｃ１は、それぞれ
の側部開口２０、４０の保持縁２５、４５によってフランジＦが支持され、サイドパネル
２０、４０によって本体Ｂが保持され、このことによって、本体Ｂをサイドパネル２０、
４０間で押し挟むことができる。容器Ｃ１のうちの１つ又は複数をキャリア１５０から引
き離す傾向にある何らかの力には、フランジＦに係合する保持縁２５、４５によって抗す
ることができる。サイドパネル２０、４０のうちの一方又は双方を容器Ｃ１から引き離す
傾向にある何らかの力には、それぞれのストラット３２、３４及び５２、５４を介してそ
れぞれのボトムパネル３０、５０によって抗することができ、ボトムパネルはフランジＦ
とトップパネル１０との間に保持される。代替的な実施形態では、キャリア１５０は、本
開示から逸脱することなく別様に構成するか又は組み立てることができる。例えば、ボト
ムパネルのうちの一方又は双方をトップパネルに糊付けすることができる。
【００２５】
　組み立てられたパッケージ１６０が図３～図６に示されている。図示の実施形態では、
キャリア１５０は端部が開口しており、サイドパネル２０、４０はトップパネル１０から
概ね下方へ延びている。サイドパネル２０、４０は、容器Ｃ１の形状に少なくとも部分的
に合致することもできる（例えば、サイドパネル２０、４０は、容器Ｃ１に隣接する湾曲
部分を含むことができる）。ユーザーは、パッケージ１６０を運搬するために、キャリア
１５０の、サイドパネル２０、４０の底縁又は開口端部を容易に把持することができる。
代替的な実施形態では、１つ又は複数の端部パネルを、トップパネル１０、サイドパネル
２０、４０、ボトムパネル３０、５０及び外側ストラット３２、５２の１つ又は複数に折
り曲げ可能に接続することができる。
【００２６】
　図７は、本開示の第２の実施形態によるカートン又はキャリア３５０を形成するブラン
ク２０８の外面２０３を示している。この第２の実施形態は、言及される変形及び当業者
には明らかであろう変形を除いて、第１の実施形態と概ね同様である。ブランク２０８は
縦軸Ｌ１と横軸Ｌ２とを有する。キャリア３５０が、図９～図１２においてその組み立て
られた状態で示されており、これらの図においてキャリアは容器Ｃ２の上部に取り付けら
れ、パッケージ３６０を形成している。図示の実施形態では、容器Ｃ２は、概してリッジ
又はへりＲ（図１１及び図１２）の形態の周縁を含む上部と下部すなわち本体Ｂとを有す
るアルミニウム缶として示されているが、本開示から逸脱することなく他の容器をパッケ
ージ３６０内に保持してもよい。
【００２７】
　図７を参照すると、ブランク２０８は、第１の横方向折り線２２１において第１のサイ
ドパネル２２０に折り曲げ可能に接続されているトップパネル２１０と、第２の横方向折
り線２３１において第１のサイドパネル２２０に折り曲げ可能に接続されている第１のボ
トムパネル２３０と、第３の横方向折り線２４１においてトップパネル２１０に折り曲げ
可能に接続されている第２のサイドパネル２４０と、第４の横方向折り線２５１において
第２のサイドパネル２４０に折り曲げ可能に接続されている第２のボトムパネル２５０と
を含む。
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【００２８】
　１つ又は複数の切れ目を、横方向折り線２２１、２３１、２４１、２５１のそれぞれに
含めて、その折り線に沿って折ることを容易にすることができる。任意の数の切れ目を折
り線のいずれにも形成することができるが、切れ目の数及び長さは、例えばブランク２０
８を形成するのに用いられる材料のゲージ及び／又は硬さに従って選択することができる
。折り線２２１、２３１、２４１、２５１は、本開示から逸脱することなく他の方法（例
えば切れ目のない折り目線）によって形成することができる。
【００２９】
　図示の実施形態では、ブランク２０８は、一列に配置される２つの容器収納部分２１２
を形成する収納機能部を含む。各容器収納部分２１２は、組み立てられたキャリア３５０
内に保持される容器Ｃ２の上部を収納する形状及びサイズになっている。例示的な実施形
態では、２つの容器Ｃ２は、組み立てられたキャリア３５０内に収容されて、１×２のパ
ッケージ３６０を形成する。１×３、１×４又は２×２等の他のパッケージ構成も本開示
の範囲内にある。各容器収納部分２１２の収納機能部は、第１の横方向折り線２２１を横
切って延びる第１のタブ２１６と、第１のタブ２１６とは反対側の、第３の横方向折り線
２４１を横切って延びる第２のタブ２１８とを含む。第１のタブ２１６はそれぞれ、トッ
プパネル２１０内に延びてサイドパネル２２０に入る引き裂き線又は切れ目線２１７によ
って画定される。同様に、第２のタブ２１８はそれぞれ、トップパネル２１０内に延びて
サイドパネル２４０に入る引き裂き線又は切れ目線２１９によって画定される。組み立て
られたキャリア３５０では、タブ２１６、２１８はそれぞれの切れ目線２１７、２１９に
おいてそれぞれのサイドパネル２２０、２４０から分離して、それぞれのサイドパネル２
２０、２４０のそれぞれの下縁又は保持縁２２５、２４５を有する、反対側にある側部開
口２２２、２４２の形態の保持機能部をそれぞれ形成する（図９、図１０及び図１２）。
各容器収納部分２１２の側部開口２２２、２４２は、容器Ｃ２の反対の側面においてへり
Ｒと係合するためのものである。
【００３０】
　図７に示されているように、２つの斜めの切れ目２２７が第１のサイドパネル２２０に
おいて切れ目線２１７のそれぞれから延びることができ、２つの斜めの切れ目２４７が第
２のサイドパネル２４０において切れ目線２１９のそれぞれから延びる。切れ目２２７、
２４７は、それぞれのサイドパネル２２０、２４０がそれぞれの開口２２２、２４２に近
接して容器Ｃ２の形状により良く合致して、容器のへりＲと係合するそれぞれの開口の保
持縁２２５、２４５の量を最大にすることを可能にする。切れ目２２７、２４７は、本開
示の範囲から逸脱することなく代替的に構成するか又は省くことができる。
【００３１】
　図示の実施形態では、第１のボトムパネル２３０は、２つの第１の外側ストラット２３
２及び第１の内側ストラット２３４によって第１のサイドパネル２２０に接続されている
。開口２３６が、各第１の外側ストラット２３２と第１の内側ストラット２３４との間に
画定されている。開口２３６は、第１のボトムパネル２３０の内側縁２３３と第１のサイ
ドパネル２２０の内側縁２２３との間に更に画定することができる。各開口２３６は、第
１の外側ストラット２３２及び第１の内側ストラット２３４の少なくとも一部がそれぞれ
の容器収納部分の両側に配置されるようにそれぞれの容器収納部分２１２と概ね位置合わ
せされている。第１のストラット２３２、２３４はそれぞれ、横方向折り線２３１におい
て第１のサイドパネル２２０に、及び横方向折り線２３５において第１のボトムパネル２
３０に折り曲げ可能に接続されている。図７に示されているように、横方向折り線２３５
は、第１のボトムパネル２３０の横方向内側縁２３３及び横方向外側縁２３７から離間し
て第１のボトムパネル内に延びる。
【００３２】
　図７に示されているように、第１の外側ストラット２３２はそれぞれ、湾曲している折
り線２３９ａにおいてそれぞれの外側ストラットに接続されているとともに切れ目線２３
９ｂに沿って第１のボトムパネル２３０から分離可能な延長部２３８を含む。同様に、第
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１の内側ストラット２３４は、湾曲している折り線２３９ａにおいて内側ストラットの両
側に接続されているとともに切れ目線２３９ｂに沿って第１のボトムパネル２３０から分
離可能な２つの延長部２３８を含むことができる。代替的な実施形態では、切れ目線２３
９ｂは、引き裂き線又は別の弱化形態であるものとすることができる。さらに、ストラッ
ト２３２、２３４及び延長部２３８は、本開示の範囲から逸脱することなく代替的に構成
するか又は省くことができる。
【００３３】
　第２のボトムパネル２５０は、２つの第２の外側ストラット２５２及び第２の内側スト
ラット２５４によって第２のサイドパネル２４０に接続されている。開口２５６が、各第
２の外側ストラット２５２と第２の内側ストラット２５４との間に画定されている。開口
２５６は、第２のボトムパネル２５０の内側縁２５３と第２のサイドパネル２４０の内側
縁２４３との間に更に画定することができる。各開口２５６は、第２の外側ストラット２
５２及び第２の内側ストラット２５４の少なくとも一部がそれぞれの容器収納部分の両側
に配置されるようにそれぞれの容器収納部分２１２と概ね位置合わせされている。第２の
外側ストラット２５２のそれぞれは、それぞれの第１の外側ストラット２３２と更に概ね
位置合わせされており、第２の内側ストラット２５４は第１の内側ストラット２３４と概
ね位置合わせされている。第２のストラット２５２、２５４はそれぞれ、横方向折り線２
５１において第２のサイドパネル２４０に、及び横方向折り線２５５において第２のボト
ムパネル２５０に折り曲げ可能に接続されている。図７に示されているように、横方向折
り線２５５は、第２のボトムパネル２５０の横方向内側縁２５３及び横方向外側縁２５７
から離間して第１のボトムパネル内に延びる。
【００３４】
　図７に示されているように、第２の外側ストラット２５２はそれぞれ、湾曲している折
り線２５９ａにおいてそれぞれの外側ストラットに接続されているとともに切れ目線２５
９ｂに沿って第１のボトムパネル２５０から分離可能な延長部２５８を含む。同様に、第
２の内側ストラット２５４は、湾曲している折り線２５９ａにおいて内側ストラットの両
側に接続されているとともに切れ目線２５９ｂに沿って第１のボトムパネル２５０から分
離可能な２つの延長部２５８を含むことができる。代替的な実施形態では、切れ目線２５
９ｂは、引き裂き線又は別の弱化形態であるものとすることができる。さらに、ストラッ
ト２５２、２５４及び延長部２５８は、本開示の範囲から逸脱することなく代替的に構成
するか又は省くことができる。
【００３５】
　図７に示されているような第２の実施形態によると、第２のボトムパネル２５０は、折
り線２５５から縁２５７まで長手方向Ｌ１に、第１のボトムパネル２３０の、折り線２３
５と縁２３７との間に長手方向Ｌ１に延びる距離Ｄ２よりも長い距離Ｄ１を延びる。した
がって、第１のボトムパネルを含む係止機能部が、開口２３６のそれぞれに隣接する係止
フラップ２６２を含むことができ、第２のボトムパネルは、それぞれの係止フラップ２６
２と概ね位置合わせされる２つの対応する係止孔２６４を含むことができる。したがって
、第１のボトムパネル２３０は第２のボトムパネル２５０に重なることができ、係止フラ
ップ２６２は、それぞれの係止孔２６４に係合して（図８）ボトムパネル同士を係止させ
ることができる。
【００３６】
　キャリア３５０を組み立ててパッケージ３６０を形成する例示的な方法を、図８～図１
２を参照して以下で説明する。ブランク２０８の底面から見た図である図８に示されてい
るように、ボトムパネル２３０、２５０及びストラット２３２、２３４、２５２、２５４
を、第１のボトムパネル２３０が第２のボトムパネル２５０に少なくとも部分的に重なる
ようにそれぞれの折り線２３１、２５１に沿って折り曲げる。第１のボトムパネル２３０
の係止タブ２６２を第２のボトムパネル２５０の係止孔２６４に挿入する。１つの実施形
態では、第１のボトムパネル２３０は、係止フラップ２６２を係止孔２６４に最初に挿入
すると第２のボトムパネル２５０から下方へ延びることができ、次に、係止フラップ２６
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２を挿入するにつれて回動して第２のボトムパネル２５０と対面接触することができる。
容器Ｃ２を、外側ストラット２３２、２５２と内側ストラット２３４、２５４との間で、
容器収納部分２１２のそれぞれにわたってボトムパネル２３０、２５０に配置することが
できる。各容器Ｃ２のへりＲは、湾曲している折り線２３９ａ内で延長部２３８、２５８
を覆うことができる。サイドパネル２２０、２４０を、容器Ｃ２をトップパネル２１０に
向かって押してボトムパネル２３０、２５０をトップパネル２１０に押し付けながら、そ
れぞれの折り線２２１、２４１に沿って内方へ折り曲げることができる。サイドパネル２
２０、２４０を内方へ折り曲げると、ストラット２３２、２３４及び２５２、２５４が、
それぞれの折り線２３１、２３５及び２５１、２５５に沿って折り曲がってボトムパネル
と隣接するサイドパネルとの間に延びるにつれて、切れ目線２３９ｂにおいてそれぞれの
ボトムパネル２３０、２５０から分離して、斜めの縁２６１を形成する。内側ストラット
２３４、２５４は、容器Ｃ２の本体Ｂの内側に近接して又は隣接して容器間に部分的に延
びる。外側ストラット２３２、２５２は、容器の本体Ｂの外側に近接して又は隣接して延
びる。延長部２３８、２５８は、容器がトップパネル２１０に向かって押されるにつれて
本体Ｂによってそれぞれのサイドパネル２２０、２４０に向かって押される（図１１及び
図１２）。
【００３７】
　さらに、サイドパネル２２０、２４０を内方へ折り曲げると、トップパネル２１０から
延びるそれぞれのタブ２１６、２１８に隣接して、それぞれのサイドパネル２２０、２４
０内に保持機能部（例えば側部開口２２２、２４２）が形成される。各容器Ｃ２のへりＲ
が開口２２２、２４２に係合すると、それぞれの保持縁２２５、２４５は各へりＲの下面
の外側部分に係合し（図１１及び図１２）、延長部２３８、２５８の縁２６１はへりＲの
下面の内側部分に更に係合する（図１１及び図１２）。組み立てられたキャリア３５０が
容器Ｃ２の上部に固定されている状態のパッケージ３６０が図９～図１２に示されている
。第１の実施形態と同様に、側部開口２２２、２４２は、それぞれの保持縁２２５、２４
５が各容器のへりＲを上方へ押してボトムパネル２３０、２５０をトップパネル２１０に
押し付けるように配置されている。したがって、ストラット２３２、２３４、２５２、２
５４はボトムパネル２３０、２５０とともに上方へ引っ張られ、それによって、サイドパ
ネル２２０、２４０を容器Ｃ２の本体Ｂに対して内方へ押す（図９及び図１１）。
【００３８】
　したがって、図示の実施形態では、容器Ｃ２は、接着剤又は他の締結具を必要とするこ
となくキャリア３５０内に保持することができる。その代わりに、容器Ｃ２は、それぞれ
の側部開口２２０、２４０の保持縁２２５、２４５によってへりＲが支持され、サイドパ
ネル２２０、２４０によって本体Ｂが保持され、このことによって、本体Ｂをサイドパネ
ル２２０、２４０間で押し挟むことができる。容器Ｃ２のうちの１つ又は複数をキャリア
３５０から引き離す傾向にある何らかの力には、へりＲに係合する保持縁２２５、２４５
及び延長部２３８、２５８の縁２６１によって抗する。サイドパネル２２０、２４０のう
ちの一方又は双方を容器Ｃ２から引き離す傾向にある何らかの力には、それぞれのストラ
ット２３２、２３４及び２５２、２５４を介してそれぞれのボトムパネル２３０、２５０
によって抗することができ、ボトムパネルはへりＲとトップパネル２１０との間に保持さ
れる。係止フラップ２６２と係止孔２６４との係合は、ボトムパネル２３０、２５０が互
いからそれぞれのサイドパネル２２０、２４０に向かって離れることを防止するのを助け
る。したがって、係止機能部は、容器Ｃ２から離れるサイドパネル２２０、２４０の移動
に更に抗することができる。
【００３９】
　組み立てられたパッケージ３６０が図９～図１２に示されている。図示の実施形態では
、キャリア３５０は端部が開口しており、サイドパネル２２０、２４０はトップパネル２
１０から概ね下方へ延びている。サイドパネル２２０、２４０は、容器Ｃ２の形状に少な
くとも部分的に合致することもでき、容器Ｃ２の本体Ｂの形状に少なくとも部分的に合致
する湾曲部分を含むことができる。したがって、サイドパネル２２０、２４０は、側壁が
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本体に合致しない場合よりも多くの部分が本体Ｂに接触し、保持縁２２５、２４５のより
多くの部分がへりＲに接触して容器Ｃ２を更に保持することができる。ユーザーは、パッ
ケージ３６０を運搬するために、キャリア３５０の、サイドパネル２２０、２４０の底縁
又は開口端部を容易に把持することができる。代替的な実施形態では、１つ又は複数の端
部パネルを、トップパネル２１０、サイドパネル２２０、２４０、ボトムパネル２３０、
２５０及び外側ストラット２３２、２５２の１つ又は複数に折り曲げ可能に接続すること
ができる。
【００４０】
　図１３は、本開示の第３の実施形態によるカートン又はキャリア（図示せず）を形成す
るブランク４０８の外面４０３を示している。この第３の実施形態は、言及される変形及
び当業者には明らかであろう変形を除いて、第２の実施形態と概ね同様である。図１３に
示されているように、ブランク４０８は、１つの列に配置される３つの容器収納部分２１
２を含む。したがって、ブランクは、第１の外側ストラット２３２間に２つの第１の内側
ストラット２３４を含み、第２の外側ストラット２５２間に２つの第２の内側ストラット
２５４を含む。さらに、第１のボトムパネル２３０は、３つの開口２３６に隣接する３つ
の係止フラップ２６２を含むことができ、第２のボトムパネル２５０は、係止フラップ２
６２と位置合わせされる３つの係止孔２６４を含むことができる。組み立てられたキャリ
アは、それぞれの容器収納部分２１２に３つの容器Ｃ２を保持することができる。ブラン
ク４０８は、本開示の範囲から逸脱することなく、代替的な形状、配置及び／又は構成に
することができる。
【００４１】
　図１４は、本開示の第４の実施形態によるカートン又はキャリア７５０を形成するブラ
ンク６０８の外面６０３を示している。この第４の実施形態は、言及される変形及び当業
者には明らかであろう変形を除いて、第１の実施形態と概ね同様である。ブランク６０８
は縦軸Ｌ１と横軸Ｌ２とを有する。キャリア７５０が、図１７～図２１においてその組み
立てられた状態で示されており、これらの図においてキャリアは容器Ｃ１の上部に取り付
けられ、パッケージ７６０を形成している。容器Ｃ１は、（例えば図３～図６を参照して
）上記で第１の実施形態において図示及び記載した容器Ｃ１と同一であるか又は同様であ
るものとすることができるが、本開示から逸脱することなく他の容器をパッケージ７６０
内に保持してもよい。例示的な実施形態では、４つの容器Ｃ１を、組み立てられたキャリ
ア７５０内に収容して２×２のパッケージ７６０を形成することができる。２×３、２×
４、又は２×１等のような他のパッケージ構成も本開示の範囲内にある。図１８及び図１
９では、組み立てられたキャリア７５０における底部構造部の相互作用を示すために、４
つの容器収納部分６１２に２つの容器Ｃ１のみが収容されている。
【００４２】
　図１４を参照すると、ブランク６０８は、第１の横方向折り線６２１において第１のサ
イドパネル６２０に折り曲げ可能に接続されているトップパネル６１０と、第２の横方向
折り線６３１において第１のサイドパネル６２０に折り曲げ可能に接続されている第１の
底部構造部６７０と、第３の横方向折り線６４１においてトップパネル６１０に折り曲げ
可能に接続されている第２のサイドパネル６４０と、第４の横方向折り線６５１において
第２のサイドパネル６４０に折り曲げ可能に接続されている第２の底部構造部６７２とを
含む。
【００４３】
　１つ又は複数の切れ目を、横方向折り線６２１、６３１、６４１、６５１のそれぞれに
含めて、その折り線に沿って折ることを容易にすることができる。任意の数の切れ目を折
り線のいずれにも形成することができるが、切れ目の数及び長さは、例えばブランク６０
８を形成するのに用いられる材料のゲージ及び／又は硬さに従って選択することができる
。折り線６２１、６３１、６４１、６５１は、本開示から逸脱することなく他の方法（例
えば切れ目のない折り目線）によって形成することができる。
【００４４】
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　図示の実施形態では、ブランク６０８は、キャリア７５０に保持機能部を形成する収納
機能部を含む。収納機能部は、第１の横方向折り線６２１を横切って延びる２つの第１の
タブ６１６と、それぞれの第１のタブ６１６とは反対側の、第３の横方向折り線６４１を
横切って延びる２つの第２のタブ６１８とを含むことができる。第１のタブ６１６はそれ
ぞれ、トップパネル６１０内に延びてサイドパネル６２０に入る引き裂き線又は切れ目線
６１７によって画定される。同様に、第２のタブ６１８はそれぞれ、トップパネル６１０
内に延びてサイドパネル６４０に入る引き裂き線又は切れ目線６１９によって画定される
。組み立てられたキャリアでは、タブ６１６、６１８はそれぞれの切れ目線６１７、６１
９においてそれぞれのサイドパネル６２０、６４０から分離して、それぞれのサイドパネ
ル６２０、６４０のそれぞれの下縁又は保持縁６２５、６４５を有する、反対側にある側
部開口６２２、６４２の形態の保持機能部をそれぞれ形成する（図１８～図２０）。トッ
プパネル６１０は、パッケージ７６０を運搬するための指穴６１４を更に含むことができ
る。代替的には、指穴６１４は本開示の範囲から逸脱することなく省くことができる。
【００４５】
　図示の実施形態では、第１の底部構造部６７０は、第１のボトムパネル６３０と、第１
の仕切りパネル６７４と、第１の端部パネル６７６とを含むことができる。第１のボトム
パネル６３０は、２つの第１の外側ストラット（第１のストラット）６３２及び第１の内
側ストラット（第１のストラット）６３４によって第１のサイドパネル６２０に接続され
ている。開口６３６が各第１の外側ストラット６３２と第１の内側ストラット６３４との
間に画定されている。開口６３６は、第１のボトムパネル６３０の第１の縁６３３と第１
のサイドパネル６２０の内側縁６２３との間に更に画定することができる。第１のストラ
ット６３２、６３４はそれぞれが、横方向折り線６３１において第１のサイドパネル６２
０に、及び横方向折り線６３５において第１のボトムパネル６３０に折り曲げ可能に接続
されている。図１４に示されているように、横方向折り線６３５は、第１のボトムパネル
６３０の第１の縁６３３及び第２の縁６３７から離間して第１のボトムパネル内に延びる
。第１のストラット６３２、６３４は、斜めの切れ目線６３９に沿って第１のボトムパネ
ル６３０から分離可能である。代替的な実施形態では、切れ目線６３９は、引き裂き線、
又は別の弱化形態であるものとすることができる。第１のストラットは概ね台形の形状を
有することができ、この場合、折り線６３５は、それぞれのストラットの、折り線６３１
においてサイドパネル６２０に接続されている部分よりも短い。
【００４６】
　第１の仕切りパネル６７４は、２つの第２の外側ストラット（第３のストラット）６７
８及び第２の内側ストラット（第３のストラット）６８０によって第１のボトムパネル６
３０に接続することができる。第２のストラット６７８、６８０は、それぞれの第１のス
トラット６３２、６３４と概ね位置合わせされており、それぞれの第１のストラット６３
２、６３４と同様又は同一の形状になっている。第２のストラット６７８、６８０は、横
方向折り線６７９において第１のボトムパネル６３０に、及び横方向折り線６７５におい
て第１の仕切りパネル６７４に折り曲げ可能に接続されている。開口６８２を第２のスト
ラット６７８、６８０間に画定することができる。第１の端部パネルは、横方向折り線６
７７において第１の仕切りパネルに折り曲げ可能に接続されており、第１の仕切り開口６
８４を、第１の端部パネル６７６と、折り線６７７を中断する第１の仕切りパネル６７４
の２つの保持縁６８５のそれぞれとの間に画定することができる。開口６８６を、第１の
仕切りパネル６７４と第１の端部パネル６７６との間に画定することもできる。
【００４７】
　図１４に示されているように、第２の底部構造部６７２は、第２のボトムパネル６５０
と、第２の仕切りパネル６８８と、第２の端部パネル６９０とを含むことができる。第２
のボトムパネル６５０は、２つの第３の外側ストラット（第２のストラット）６５２及び
第３の内側ストラット（第２のストラット）６５４によって第２のサイドパネル６４０に
接続されている。開口６５６が各第３の外側ストラット６５２と第３の内側ストラット６
５４との間に画定されている。開口６５６は、第２のボトムパネル６５０の内側縁６５３
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と第２のサイドパネル６４０の内側縁６４３との間に更に画定することができる。第３の
外側ストラット６５２のそれぞれは、それぞれの第１の外側ストラット６３２と更に概ね
位置合わせされており、第３の内側ストラット６５４は第１の内側ストラット６３４と概
ね位置合わせされている。第３のストラット６５２、６５４はそれぞれが、横方向折り線
６５１において第２のサイドパネル６４０に、及び横方向折り線６５５において第２のボ
トムパネル６５０に折り曲げ可能に接続されている。図１４に示されているように、横方
向折り線６５５は、第２のボトムパネル６５０の内側縁６５３及び外側縁６５７から離間
して第２のボトムパネル６５０内に延びる。第３のストラット６５２、６５４は、斜めの
切れ目線６５９に沿って第２のボトムパネル６５０から分離可能である。代替的な実施形
態では、切れ目線６５９は、引き裂き線、又は別の弱化形態であるものとすることができ
る。第３のストラットは概ね台形の形状を有し、この場合、折り線６５５は、それぞれの
ストラットの、折り線６５１においてサイドパネル６４０に接続されている部分よりも短
い。
【００４８】
　第２の仕切りパネル６８８は、第２の仕切りパネル６８８と第２のボトムパネル６５０
との間に開口６９２を形成する２つの弧状の縁６８７を含むことができる。弧状の縁６８
７は、第２の仕切りパネルの２つの外側ストラット部分６９４及び内側ストラット部分６
９６も形成する。第２の仕切りパネル６８８は、横方向折り線６８９によって第２のボト
ムパネル６５０に接続することができる。ストラット部分６９４、６９６は、それぞれの
第３のストラット６５２、６５４と概ね位置合わせされている。第２の仕切りパネル６８
８は、２つの第４の外側ストラット（第４のストラット）６９８及び第４の内側ストラッ
ト（第４のストラット）６９９によって第２の端部パネル６９０に接続することができる
。第４のストラット６９８、６９９は、横方向折り線６９３において第２の仕切りパネル
６８８に、及び横方向折り線６９５において第２の端部パネル６９０に折り曲げ可能に接
続されており、この横方向折り線６９５は、第２の端部パネル６９０内に延びるとともに
第２の端部パネルの横方向に延びる縁から離間している。２つの仕切りフラップ７０２が
、横方向折り線６９３において第２の仕切りパネル６８８に折り曲げ可能に接続されるこ
とができ、それぞれの第４の外側ストラット６９８と第４の内側ストラット６９９との間
を第２の端部パネル６９０まで延びることができる。第２の仕切り開口７０４を、仕切り
フラップ７０２のそれぞれの保持縁７０５と第２の端部パネル６９０との間に画定するこ
とができる。仕切りフラップ７０２は、切れ目線７０３又は他の弱化形態に沿って第２の
端部パネル６９０から更に分離することができる。さらに、切れ目線７０７がストラット
６９８、６９９のそれぞれとそれぞれの仕切りフラップ７０２との間に延びることができ
る。仕切りフラップは、本開示の範囲から逸脱することなく代替的に構成するか又は省く
ことができる。

【００４９】
　図１４に示されているように、２つの係止タブ６６２が、第１の仕切りパネル６７４の
保持縁６８５において第１の底部構造部６７０の第１の仕切り開口６８４と係合するよう
に、第２のボトムパネル６５０から延びることができる。係止タブ６６２と仕切り開口６
８４との係合は、組み立てられたキャリア７５０において第１の底部構造部６７０と第２
の底部構造部６７２とを噛み合わせるのを助ける。
【００５０】
　代替的な実施形態では、２つ以上の内側ストラット６３４、６５４、６８０、６９６、
６９９を内側ストラット及び外側ストラットの各セットに含めることができる。例えば、
２つの列に６つの容器を保持するように構成されている代替的なキャリアが、外側ストラ
ットの各セット間に位置する２つの内側ストラットを含むことができる。更なる代替形態
では、キャリアは、１つの列に２つの容器を保持するように構成することができ、内側ス
トラットは省くことができる。
【００５１】
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　キャリア７５０を組み立ててパッケージ７６０を形成する例示的な方法を、図１５～図
１９を参照して以下で説明する。図１５～図１９では、ブランク６０８及びキャリア７５
０は、パッケージ７６０を形成するために、またキャリア７５０の機能部を示すために上
下逆にして配置されている。図１５に示されているように、第１の底部構造部６７０は、
トップパネル６１０及び第１のサイドパネル６２０に概ね重なるとともにトップパネル６
１０及び第１のサイドパネル６２０に対面接触するように横方向折り線６３１に沿って折
り曲げられている。同様に、第２の底部構造部６７２は、トップパネル６１０、第２のサ
イドパネル６４０及び第１の底部構造部６７０に概ね重なるように横方向折り線６５１に
沿って折り曲げられている。図示の実施形態では、第２のボトムパネル６５０は第１の端
部パネル６７６に概ね重なっており、第２の端部パネル６９０は第１のボトムパネル６３
０に概ね重なっている。第２の端部パネル６９０の自由縁６９１が第１のボトムパネル６
３０を覆っている（図１５）。また、係止タブ６６２は、第１の仕切りパネル６７４の仕
切り開口６８４及び保持縁６８５と位置合わせすることができ、第４のストラット６９８
、６９９はそれぞれの第２のストラット６７８、６８０に概ね重なることができる。した
がって、底部構造部６７０、６７２は、それぞれの列７１２ａ、７１２ｂに配置される容
器収納部分６１２ａ、６１２ｂを形成する。
【００５２】
　図１６に示されているように、容器Ｃ１は、各外側ストラット６３２、６５２、６７８
、６９４、６９８とそれぞれの内側ストラット６３４、６５４、６８０、６９６、６９９
との間で、容器収納部分６１２ａ、６１２ｂのそれぞれにわたって底部構造部６７０、６
７２に配置される。サイドパネル６２０、６４０を、トップパネル６１０に対して概ね垂
直になるまで（図１７）、それぞれの折り線６２１、６４１に沿って内方へ折り曲げて、
底部構造部６７０、６７２を内方へ摺動させることができ、底部構造部６７０、６７２が
第１の列７１２ａと第２の列７１２ｂとの間に延びる仕切り７１４を形成する。サイドパ
ネル６２０、６４０を内方へ折り曲げると、ストラット６３２、６３４、６５２、６５４
が、それぞれの折り線６３１、６３５及び６５１、６５５に沿って折り曲がってボトムパ
ネルと隣接するサイドパネルとの間に延びるにつれて、切れ目線６３９、６５９において
それぞれのボトムパネル６３０、６５０から分離する。サイドパネルを折り曲げることに
よって、ボトムパネル６５０がストラット６５２、６５４によって内方へ押されるにつれ
て底部構造部６７０、６７２に仕切り７１４を更に形成し、係止タブ６６２は、第１の仕
切りパネル６７４の底縁６８５と係合し、それによって、仕切りパネル６７４、６８８が
横方向折り線６７５、６９３に沿って折り曲がり、容器Ｃ１間でトップパネル６１０から
離れるように回動する。仕切り７１４が形成されると、第２の仕切りパネル６８８のスト
ラット部分６９４、６９６が第２のボトムパネル６５０から分離し、第４のストラット６
９８、６９９が第２の端部パネル６９０から分離する。第２の端部パネル６９０は、第４
の内側ストラット６９９が端部パネルから分離すると、２つの突起７１８間に概ね楔形の
凹部を形成する。突起７１８は、仕切り７１４が形成されると、折り線６７９付近で第２
の内側ストラット６８０に係合する。仕切り７１４が形成される際、仕切りフラップ７０
２を、容器Ｃ１又はユーザーによって、横方向折り線６９３から概ね垂直方向に延びるよ
うに内方へ押すことができる。底部構造部６７０、６７２は、本開示の範囲から逸脱する
ことなく、別様に配置することができるか、又は別様に相互作用して仕切り７１４及び容
器収納部分６１２ａ、６１２ｂを形成することができる。
【００５３】
　さらに、サイドパネル６２０、６４０を内方へ折り曲げると、トップパネル６１０から
延びるそれぞれのタブ６１６、６１８に隣接してそれぞれのサイドパネル６２０、６４０
内に保持機能部（例えば側部開口６２２、６４２）が形成される。図１８～図２１に示さ
れているように、第１の列７１２ａの各容器Ｃ１のフランジＦは、側部開口６２２のうち
の一方を通って延びており、第２の列７１２ｂの各容器Ｃ１のフランジＦは、側部開口６
４２のうちの一方を通って延びている。１つの実施形態によると、側部開口６２２、６４
２は、側部開口のそれぞれの保持縁６２５、６４５が容器のフランジＦを上方へ押すよう
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に配置される。
【００５４】
　パッケージ７６０を形成するように２つの容器Ｃ１を保持する組み立てられたキャリア
７５０が図１７及び図２０に示されている。一方の容器Ｃ１が各容器収納部分６１２ａに
示されており、別の容器Ｃ１が各容器収納部分６１２ｂに示されている。図２１に示され
ているように、それぞれの列７１２ａ、７１２ｂの２つの隣接する容器Ｃ１のフランジＦ
は重なることができる。第１の容器収納部分６１２ａでは、フランジＦは、第１の側面６
２０の側部開口６２２の保持縁６２５及び仕切りフラップ７０２のうちの一方の保持縁７
０５によって第２の端部パネル６９０及び第１のボトムパネル６３０に対して保持される
。したがって、開口６２２、７０４及び保持縁６２５、７０５は、第１の容器収納部分６
１２ａの保持機能部を少なくとも部分的に形成する（例えば、開口６２２及び保持縁６２
５は外側保持機能部であり、開口７０４及び保持縁７０５は内側保持機能部である）。第
１のストラット６３２、６３４は、容器Ｃ１の本体Ｂの両側において第１のボトムパネル
６３０から第１のサイドパネル６２０へ上方かつ斜めに延びて、第１のサイドパネル６２
０の位置を保持するのを助けることができる。第２のストラット６７８、６８０は、第１
のボトムパネル６３０から第１の仕切りパネル６７４へ上方かつ斜めに延びることができ
、第４のストラット６９８、６９９は、容器Ｃ１の本体Ｂの両側において第２の端部パネ
ル６９０から第２の仕切りパネル６８８へ上方かつ斜めに延びて、仕切り７１４の位置を
保持するのを助けることができる。
【００５５】
　第２の容器収納部分６１２ｂでは、フランジＦは、第２の側面６４０の側部開口６４２
の保持縁６４５及び仕切りパネル６７４の保持縁６８５によって第２のボトムパネル６５
０及び第１の端部パネル６７６に対して保持される。したがって、開口６４２、６８４及
び保持縁６４５、６８５は、第２の容器収納部分６１２ｂの保持機能部を少なくとも部分
的に形成する（例えば、開口６４２及び保持縁６４５は外側保持機能部であり、開口６８
４及び保持縁６８５は内側保持機能部である）。加えて又は代替的に、一方の容器収納部
分６１２ａにある容器のフランジＦは、仕切りフラップ７０２のうちの一方の保持縁７０
５は２つのフランジＦを保持するように、隣接する容器収納部分６１２ｂのフランジＦに
重なることができる。代替的には、容器収納部分６１２ｂにある容器のフランジは、仕切
りフラップ７０２のうちの一方の縁７０５によって直接保持することができる。図２１に
示されているように、仕切りパネル６７４及び仕切りフラップ７０２は、キャリア７５０
の上部と仕切り７１４の底部との間に概ね垂直に又は略垂直に延びることができる。第３
のストラット６５２、６５４は、容器Ｃ１の本体Ｂの両側において第２のボトムパネル６
５０から第２のサイドパネル６４０へ上方かつ斜めに延びて、第２のサイドパネル６４０
の位置を保持するのを助けることができる。第２の仕切りパネル６８８のストラット部分
６９４、６９６は、容器Ｃ１の本体Ｂの両側において第２のボトムパネル６５０からそれ
ぞれの第４のストラット６９８、６９９へ上方かつ斜めに延びて、仕切り７１４の位置を
保持するのを助けることができる。
【００５６】
　したがって、図示の実施形態では、容器Ｃ１は、接着剤又は他の締結具を必要とするこ
となくキャリア７５０内に保持することができる。接着剤又は他の締結具を必要とする代
わりに、容器Ｃ１は、それぞれの側部開口６２０、６４０の保持縁６２５、６４５、仕切
りパネル６７４の保持縁６８５及び仕切りフラップ７０２の底縁７０５によってフランジ
Ｆが支持される。容器Ｃ１は、サイドパネル６２０、６４０及び仕切り７１４によって本
体Ｂが保持されることができ、このことによって、本体Ｂがサイドパネル６２０、６４０
と仕切り７１４との間で押し挟まれる。容器Ｃ１のうちの１つ又は複数をキャリア７５０
から引き離す傾向にある何らかの力には、フランジＦに係合する縁６２５、６４５、６８
５、７０５のうちの１つ又は複数によって抗することができる。サイドパネル６２０、６
４０のうちの一方又は双方を容器Ｃ１から引き離す傾向にある何らかの力には、それぞれ
のストラット６３２、６３４及び６５２、６５４を介してそれぞれのボトムパネル６３０
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、６５０によって抗し、この場合、ボトムパネルはフランジＦとトップパネル６１０との
間に保持される。さらに、仕切り７１４の位置決めは、係止タブ６６２と第１の仕切りパ
ネル６７４の開口６８４にある縁との相互作用、及び第２の端部パネル６９０の突起７１
８と第２の内側ストラット６８０との相互作用によって促される。
【００５７】
　本開示の範囲から逸脱することなく、トップパネル６１０、サイドパネル６２０、６４
０及び底部構造部６７０、６７２は、別様に配置又は相互接続することができ、容器収納
部分６１２ａ、６１２ｂ及び仕切り７１４は代替的に形成することができる。さらに、容
器Ｃ１は、代替的には、本開示から逸脱することなく、容器収納部分６１２ａ、６１２ｂ
に挿入して容器収納部分６１２ａ、６１２ｂによって保持することができる。例えば、２
つの容器Ｃ１を最初に挿入することができ、一方を容器収納部分６１２ａに挿入し、一方
を隣接する容器収納部分６１２ｂに挿入し、２つの更なる容器Ｃ１をその後で挿入するこ
とができる。代替的には、全ての容器Ｃ１をそれぞれの容器収納部分６１２ａ、６１２ｂ
に同時に挿入することができる。
【００５８】
　図示の実施形態では、キャリア７５０は端部が開口しており、サイドパネル６２０、６
４０はトップパネル６１０から概ね下方へ延びている。サイドパネルは、容器Ｃ１の形状
に少なくとも部分的に合致することもできる。ユーザーは、パッケージ７６０を運搬する
ために、キャリア７５０の、指穴６１４、及びサイドパネル６２０、６４０の底縁又は開
口端部を容易に把持することができる。代替的な実施形態では、１つ又は複数の端部パネ
ルを、トップパネル６１０、サイドパネル６２０、６４０及びボトムパネル６３０、６５
０のうちの１つ又は複数に折り曲げ可能に接続することができる。
【００５９】
　概して、ブランクは、通常の紙よりも重く硬質であるように、厚みのある板紙で構成さ
れ得る。ブランクは、厚紙等の他の材料、又はカートンが少なくとも概ね上述のように機
能することができるようにするのに適した特性を有する任意の他の材料で構成することも
できる。ブランクは、例えばクレーコーティングでコーティングすることができる。次い
で、クレーコート上に製品、広告、及び他の情報又は画像を印刷してもよい。次いで、ブ
ランクに印刷されている情報を保護するために、ブランクをワニスでコーティングするこ
とができる。ブランクの片面又は両面を、例えば防湿層でコーティングしてもよい。ブラ
ンクは、選択されたパネル又はパネルセクションに１つ又は複数のシート状材料を積層又
はコーティングすることもできる。
【００６０】
　一例として、引き裂き線は、所望の弱化線に沿って材料に部分的に入れ込んだスリット
、及び／又は所望の弱化線に沿って材料に部分的に入れ込むか、及び／又は完全に貫通す
る一連の離間したスリット、又はこれらの機能部の種々の組み合わせを含むことができる
。より具体的な例としては、１つのタイプの引き裂き線は、引き裂き線を挟んで材料を通
常は一時的に接続するためにニック（例えば、ブリッジにやや似た材料の小片）が間に画
成されるように隣接するスリットを僅かに離間させた、材料を完全に貫通する一連の離間
したスリットの形態である。ニックは、引き裂き時に引き裂き線に沿って破断される。ニ
ックは通常、引き裂き線において比較的僅かな割合を占めるものであり、代替的に、引き
裂き線が連続した切れ目線であるように、ニックを引き裂き線から省くことができるか、
又は引き裂き線上で破っておくことができる。すなわち、引き裂き線のそれぞれを連続し
たスリット等で置き換えることは、本開示の範囲内にある。例えば、本開示から逸脱する
ことなく、切れ目線は、連続したスリットとすることができるか、又はスリットよりも幅
広とすることができるであろう。
【００６１】
　例示的な実施形態によれば、折り線は、それに沿った折り曲げを容易にする、必ずしも
直線状ではないが実質的に線状の任意の弱化形態とすることができる。本開示の範囲を狭
めるためではないが、より詳細には、折り線は、所望の弱化線に沿って材料に圧潰部分又
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は窪み部分を作る鈍いスコアリングナイフ等で形成される線等のスコア線、所望の弱化線
に沿って材料を部分的に入れ込んだ切れ目、及び／又は所望の弱化線に沿って材料を部分
的に貫通する一連の切れ目及び／又は材料を完全に貫通する一連の切れ目、並びにこれら
の機能部の種々の組み合わせを含む。カッティングを用いて折り線が作られる状況では、
通常、カッティングは、賢明なユーザーでも誤って折り線を引き裂き線とみなす可能性が
あるほど大きすぎないものとする。
【００６２】
　本開示の前述の説明は、本開示の種々の実施形態を例示及び説明するものである。本開
示の趣旨及び範囲から逸脱することなく、種々の追加、変更、変形等を上記例示の実施形
態になし得る。上記説明に含まれるか又は添付図面に示されている全ての事項が、限定的
な意味ではなく例示として解釈されることが意図される。加えて、本開示は、本開示の選
択された実施形態のみを図示及び説明しているが、本開示は、種々の他の組み合わせ、変
更形態、及び環境で用いることが可能であり、本明細書で述べられているような発明概念
の範囲内の変形若しくは変更、上記教示と同等の変形若しくは変更、及び／又は関連技術
分野の技術若しくは知識内にある変形若しくは変更を行うことが可能である。さらに、各
実施形態の特定の機能部及び特徴を、選択的に入れ替えて、本開示の他の説明された実施
形態及び説明されていない実施形態に適用することができる。

【図１】 【図２】
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