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(57)【要約】
【課題】包装体本体からの蓋体の剥離度合を相対的に小
さくしても家庭用薄葉紙を取り出し易くする。
【解決手段】家庭用薄葉紙Ｐを包装するとともに、家庭
用薄葉紙の取り出し用の開口部１２を有する包装体本体
１に取り付けられる蓋シール２であって、開口部を閉状
態とするように包装体本体に接着されるとともに、包装
体本体に接着された当該蓋シールをその一端部側から剥
離させていくことで開口部が開状態となるように構成さ
れ、開口部側の面に対して当該開口部と反対側の面が剥
離方向に沿ってより収縮するように伸縮性を具備する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家庭用薄葉紙を包装するとともに、前記家庭用薄葉紙の取り出し用の開口部を有する包
装体本体に取り付けられる包装体用蓋体であって、
　前記開口部を閉状態とするように前記包装体本体に接着されるとともに、前記包装体本
体に接着された当該蓋体をその一端部側から剥離させていくことで前記開口部が開状態と
なるように構成され、
　前記開口部側の面に対して当該開口部と反対側の面が剥離方向に沿ってより収縮するよ
うに伸縮性を具備することを特徴とする包装体用蓋体。
【請求項２】
　蓋体本体と、
　前記蓋体本体に貼着され、前記剥離方向に沿って収縮する伸縮性を有する伸縮性部と、
を有することを特徴とする請求項１に記載の包装体用蓋体。
【請求項３】
　前記蓋体本体は、前記包装体本体に接着され、
　前記伸縮性部は、前記蓋体本体の前記開口部と反対側に貼着されてなることを特徴とす
る請求項２に記載の包装体用蓋体。
【請求項４】
　前記開口部は、所定方向に延在するように前記包装体本体に形成され、
　前記伸縮性部は、前記開口部の延在方向に沿うように前記蓋体本体に配設されてなるこ
とを特徴とする請求項２又は３に記載の包装体用蓋体。
【請求項５】
　前記開口部を開状態及び閉状態とするように前記包装体本体に繰り返し剥離自在に接着
されてなることを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の包装体用蓋体。
【請求項６】
　家庭用薄葉紙を包装する包装体であって、
　前記家庭用薄葉紙の取り出し用の開口部を有する包装体本体と、
　前記包装体本体に取り付けられる蓋体と、を備え、
　前記蓋体は、
　前記開口部を閉状態とするように前記包装体本体に接着されるとともに、前記包装体本
体に接着された当該蓋体をその一端部側から剥離させていくことで前記開口部が開状態と
なるように構成され、
　前記開口部側の面に対して当該開口部と反対側の面が剥離方向に沿ってより収縮するよ
うに伸縮性を具備することを特徴とする包装体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包装体本体に取り付けて使用される包装体用蓋体及び当該包装体用蓋体を備
える包装体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、水分、アルコールや液体の薬剤を含有させたウェットティシューやティシューペ
ーパー等の家庭用薄葉紙を収納する包装体が知られている。この包装体本体には、家庭用
薄葉紙の取り出し用の開口部が設けられ、非使用の際にはこの開口部の周縁部にフィルム
状の蓋体を接着させて当該開口部を塞ぐことができるようになっている。
　一方、使用の際には開口部を露出させるために蓋体を剥がすようになっているが、剥が
された蓋体が開口部側に戻ってしまい家庭用薄葉紙を取り出し難いという問題がある。そ
こで、蓋体の本体部分に対して一部分が強い接着力で包装体本体に接着された構成として
、本体部分と一部分との境界部分をヒンジとして機能させる包装体の開封構造が提案され
ている（例えば、特許文献１参照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－２６８７８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１の場合、本体部分と一部分とで接着の強度を変化させる
必要があり、製造工程の複雑化やコストアップを招いてしまう。
　さらに、本体部分と一部分との境界部分をヒンジとして機能させるためには、当該境界
部分まで剥がさなければならず開口部が露出される面積がより大きくなってしまう。結果
として、ゴミや埃が付着し易くなったり、ウェットシート等の場合には水分が蒸発し易く
なるという問題が生じる。
【０００５】
　そこで、本発明の課題は、包装体本体からの蓋体の剥離度合を相対的に小さくしても家
庭用薄葉紙を取り出し易くすることができる包装体用蓋体及び包装体を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、
　家庭用薄葉紙を包装するとともに、前記家庭用薄葉紙の取り出し用の開口部を有する包
装体本体に取り付けられる包装体用蓋体であって、
　前記開口部を閉状態とするように前記包装体本体に接着されるとともに、前記包装体本
体に接着された当該蓋体をその一端部側から剥離させていくことで前記開口部が開状態と
なるように構成され、
　前記開口部側の面に対して当該開口部と反対側の面が剥離方向に沿ってより収縮するよ
うに伸縮性を具備することを特徴としている。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の包装体用蓋体において、
　蓋体本体と、
　前記蓋体本体に貼着され、前記剥離方向に沿って収縮する伸縮性を有する伸縮性部と、
を有することを特徴としている。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の包装体用蓋体において、
　前記蓋体本体は、前記包装体本体に接着され、
　前記伸縮性部は、前記蓋体本体の前記開口部と反対側に貼着されてなることを特徴とし
ている。
【０００９】
　請求項４に記載の発明は、請求項２又は３に記載の包装体用蓋体において、
　前記開口部は、所定方向に延在するように前記包装体本体に形成され、
　前記伸縮性部は、前記開口部の延在方向に沿うように前記蓋体本体に配設されてなるこ
とを特徴としている。
【００１０】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４の何れか一項に記載の包装体用蓋体において、
　前記開口部を開状態及び閉状態とするように前記包装体本体に繰り返し剥離自在に接着
されてなることを特徴としている。
【００１１】
　請求項６に記載の発明は、
　家庭用薄葉紙を包装する包装体であって、
　前記家庭用薄葉紙の取り出し用の開口部を有する包装体本体と、
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　前記包装体本体に取り付けられる蓋体と、を備え、
　前記蓋体は、
　前記開口部を閉状態とするように前記包装体本体に接着されるとともに、前記包装体本
体に接着された当該蓋体をその一端部側から剥離させていくことで前記開口部が開状態と
なるように構成され、
　前記開口部側の面に対して当該開口部と反対側の面が剥離方向に沿ってより収縮するよ
うに伸縮性を具備することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、包装体本体からの蓋体の剥離度合を相対的に小さくしても家庭用薄葉
紙を取り出し易くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明を適用した一実施形態の包装体を示す斜視図である。
【図２】図１のII－II線における包装体の断面図である。
【図３】本発明を適用した包装体の蓋シールの変形例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明について、図面を用いて具体的な態様を説明する。ただし、発明の範囲
は、図示例に限定されない。
　図１は、本発明を適用した一実施形態の包装体１００を示す斜視図である。また、図２
は、図１のII－II線における包装体１００の断面図であり、図２（ａ）は、包装体１００
内の家庭用薄葉紙Ｐの非使用状態を表し、図２（ｂ）は、家庭用薄葉紙Ｐの使用状態を模
式的に表している。
　また、以下の説明では、家庭用薄葉紙Ｐの使用の際に上側となる面を包装体１００の上
面とし、その反対側を包装体１００の下面とする。また、上下方向に略直交し、蓋シール
２の剥離方向を左右方向とし、上下方向及び左右方向に略直交する方向を前後方向とする
。
【００１５】
　包装体１００は、例えば、ウェットティシューやティシューペーパー等の家庭用薄葉紙
Ｐ（図２（ａ）等参照）を包装するものである。具体的には、図１に示すように、包装体
１００は、家庭用薄葉紙Ｐを包装する包装体本体１と、包装体本体１に取り付けられる蓋
シール（包装体用蓋体）２とを備えている。
【００１６】
　包装体本体１は、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル等の合成樹脂
から形成されている。また、家庭用薄葉紙Ｐとして、アルコール等の薬液を含ませたウェ
ットティシューを包装する場合には、内側の面にアルミなどが用いられるのが好ましい。
また、包装体本体１は、例えば、熱を加えることにより溶融して結合する性質（ホットシ
ール）の積層フィルムを用いて加工され、ホットシールによって密封されている。
　なお、ホットシールによって密封された部分（例えば、図中、右側の端部）には、例え
ば、店頭に陳列される際に用いられる吊るし孔１１が形成されていても良い。
【００１７】
　包装体本体１の上面には、家庭用薄葉紙Ｐの取り出し用の開口部１２が形成されている
。開口部１２は、所定方向（例えば、左右方向）に長尺に形成されている。そして、包装
体本体１の内側に収納されている複数の家庭用薄葉紙Ｐを、所定枚数（例えば、一枚等）
ずつ開口部１２を介して取り出し可能となっている。
　なお、家庭用薄葉紙Ｐは、継続して当該包装体本体１から取り出せるように交互に折り
重ねられているのが好ましい。
【００１８】
　また、包装体本体１の上面には、家庭用薄葉紙Ｐの非使用状態にて開口部１２を閉状態
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とするように蓋シール２が接着されている。
　蓋シール２は、例えば、開口部１２の延在方向（左右方向）に沿うように長尺に形成さ
れている。具体的には、蓋シール２は、包装体本体１に接着されるシール本体（蓋体本体
）２１と、このシール本体２１に貼着される伸縮性部２２とを有して構成されている。
【００１９】
　シール本体２１は、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル等の合成樹
脂から形成されている。また、シール本体２１は、開口部１２を十分に覆う大きさを有し
、開口部１２に対向する部分、すなわち、家庭用薄葉紙Ｐに対向する部分は粘着層を有さ
ず、その周囲の包装体本体１の上面に接する部分が粘着層を有するように構成されている
。また、シール本体２１の一端部（例えば、右側端部）には、ユーザにより摘まれる摘み
部２１ａが突出して形成されており、開口部１２を閉状態とするように包装体本体１の上
面に接着されたシール本体２１の摘み部２１ａをユーザが摘んで一端部側（例えば、右側
）から他端部側（例えば、左側）に剥離させていくことで、開口部１２を開状態とするよ
うになっている。
【００２０】
　伸縮性部２２は、シール本体２１の開口部１２と反対側に貼着されている。具体的には
、伸縮性部２２は、開口部１２の延在方向に沿うようにシール本体２１に配設されてなり
、例えば、シール本体２１の開口部１２と反対側の略全面に貼着されている。
　また、伸縮性部２２は、剥離方向（例えば、左右方向）に沿って収縮する伸縮性を有す
る素材（例えば、ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル等）から形成され
ている。具体的には、例えば、ゴム等からなる伸縮性部２２を剥離方向に引っ張った状態
でシール本体２１の開口部１２と反対側に貼着することで、剥離方向に沿って収縮する伸
縮性を具備させている。
　これにより、蓋シール２は、シール本体２１と伸縮性部２２の二層構造をなし、開口部
１２側の面（シール本体２１）に対して当該開口部１２と反対側の面（伸縮性部２２）が
剥離方向に沿ってより収縮するように伸縮性を具備している。
【００２１】
　ここで、伸縮性部２２の伸縮性の調整は、例えば、当該伸縮性部２２の素材やシール本
体２１に対する貼着時の引張度合等を変更することで行われても良い。
　具体的には、伸縮性部２２は、後述するように、蓋シール２が包装体本体１の上面に接
着された状態（開口部１２の閉状態）でほぼ平らな状態が維持されるように、すなわち、
蓋シール２（特に、シール本体２１）が変形せず、一方、蓋シール２が包装体本体１の上
面から剥離された状態（開口部１２の開状態）で、当該伸縮性部２２の収縮力により蓋シ
ール２の摘み部２１ａが設けられている先端部側ほど開口部１２から離間したような状態
が維持される程度の伸縮性を有するのが好ましい。
【００２２】
　また、蓋シール２は、開口部１２を開状態及び閉状態とするように包装体本体１の上面
に繰り返し剥離自在に接着されている。
　すなわち、蓋シール２は、シール本体２１が包装体本体１の上面における開口部１２の
周縁部に接着されることで、当該開口部１２が閉状態となる（図２（ａ）参照）。ここで
、伸縮性部２２の収縮力よりもシール本体２１の粘着力の方が相対的に強いため、蓋シー
ル２は包装体本体１の上面にほぼ平らな状態で接着された状態となっている。
　そして、シール本体２１の摘み部２１ａをユーザが摘んで一端部側（例えば、右側）か
ら他端部側（例えば、左側）に剥離させていくことで開口部１２が開状態となる（図２（
ｂ）参照）。このとき、伸縮性部２２の収縮力によって、蓋シール２の包装体本体１から
の剥離をより小さな力で行うことができる。さらに、蓋シール２は、伸縮性部２２により
開口部１２側の面に対して当該開口部１２と反対側の面が剥離方向に沿ってより収縮する
ことで、右斜め下向きに凸の円弧状に沿った状態となる。つまり、蓋シール２の摘み部２
１ａが設けられている先端部側ほど開口部１２から離間したような状態を維持するため、
蓋シール２の先端部側が家庭用薄葉紙Ｐの開口部１２を介した取り出しの邪魔になり難く
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なる。
【００２３】
　そして、例えば、家庭用薄葉紙Ｐの使用後に、包装体本体１の上面から剥離された蓋シ
ール２を他端部側（例えば、左側）から一端部側（例えば、右側）に接着していくことで
、開口部１２を再度閉状態とすることができる。このとき、蓋シール２の摘み部２１ａが
設けられている先端部側ほど開口部１２から離間するよう円弧状に沿った状態となってい
るため、蓋シール２の再度の接着作業を他端部側（例えば、左側）から一端部側（例えば
、右側）にかけて気泡やヨレを生じさせることなく滑らかに行うことができる。
【００２４】
　以上のように、本実施形態の包装体１００によれば、蓋シール２が開口部１２側の面に
対して当該開口部１２と反対側の面が剥離方向に沿ってより収縮するように伸縮性を具備
するので、包装体本体１から剥離された蓋シール２が家庭用薄葉紙Ｐの開口部１２を介し
た取り出しの邪魔になり難くすることができる。すなわち、蓋シール２は、開口部１２側
の面に対して当該開口部１２と反対側の面が剥離方向に沿ってより収縮することで当該蓋
シール２の先端部（一端部）側ほど開口部１２から離間したような状態を維持するため、
従来のように本体部分と一部分との境界部分まで剥離させる必要がなくなって、家庭用薄
葉紙Ｐにゴミや埃が付着し難くなり、例えば、ウェットシートであっても水分が蒸発し難
くすることができる。これにより、包装体本体１からの蓋シール２の剥離度合を相対的に
小さくしても家庭用薄葉紙Ｐを取り出し易くすることができる。
　さらに、包装体本体１から剥離されることで先端部側ほど開口部１２から離間するよう
円弧状に沿った状態となった蓋シール２の再度の接着作業を、他端部側（例えば、左側）
から一端部側（例えば、右側）にかけて気泡やヨレを生じさせることなく滑らかに行うこ
とができ、包装体本体１に繰り返し剥離自在に接着されている蓋シール２を用いて開口部
１２を開状態及び閉状態とする作業をより容易に行うことができる。
【００２５】
　また、蓋シール２は、シール本体２１と、このシール本体２１に貼着され、当該蓋シー
ル２の剥離方向に沿って収縮する伸縮性を有する伸縮性部２２とを有している。具体的に
は、シール本体２１は、包装体本体１に接着され、伸縮性部２２は、シール本体２１の開
口部１２と反対側に開口部１２の延在方向に沿うように貼着されている。これにより、蓋
シール２をシール本体２１と伸縮性部２２の二層構造にするだけで、蓋シール２に開口部
１２側の面に対して当該開口部１２と反対側の面が剥離方向に沿ってより収縮するように
伸縮性を具備させることができ、当該蓋シール２をより単純な構成としてコストアップの
抑制を図ることができる。
【００２６】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲
において、種々の改良並びに設計の変更を行っても良い。
　以下に、本発明を適用した包装体１００の蓋シール２の変形例について説明する。なお
、下記に説明する以外の点は、上記実施形態と略同様であり、その詳細な説明は省略する
。
【００２７】
＜変形例１＞
　図３（ａ）は、本発明を適用した包装体１００の蓋シール２の変形例１を示す斜視図で
ある。
　図３（ａ）に示すように、変形例１の蓋シール２Ａは、シール本体２１の前後方向略中
央部に開口部１２の延在方向（左右方向）に沿うように伸縮性部２２Ａが配設されている
。具体的には、シール本体２１を前後方向に略三等分して、そのうちの真ん中の部分に伸
縮性部２２Ａが貼着されている。
【００２８】
＜変形例２＞
　図３（ｂ）は、本発明を適用した包装体１００の蓋シール２の変形例２を示す斜視図で
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ある。
　図３（ｂ）に示すように、変形例２の蓋シール２Ｂは、シール本体２１の前後方向両縁
部に開口部１２の延在方向（左右方向）に沿うように伸縮性部２２Ｂがそれぞれ配設され
ている。具体的には、シール本体２１を前後方向に略三等分して、そのうちの前側の部分
及び後側の部分に伸縮性部２２Ｂがそれぞれ貼着されている。
【００２９】
　上記した伸縮性部２２Ａ（２２Ｂ）のシール本体２１に対する貼着領域の大きさや貼着
位置等は、一例であってこれに限られるものではなく、適宜任意に変更可能である。
　すなわち、伸縮性部２２Ａ（２２Ｂ）のシール本体２１に対する貼着領域の大きさや貼
着位置等は、蓋シール２Ａ（２Ｂ）が包装体本体１の上面に接着された状態（開口部１２
の閉状態）でほぼ平らな状態が維持されるように、一方、蓋シール２Ａ（２Ｂ）が包装体
本体１の上面から剥離された状態（開口部１２の開状態）で、当該伸縮性部２２Ａ（２２
Ｂ）の収縮力により蓋シール２Ａ（２Ｂ）の先端部側ほど開口部１２から離間したような
状態が維持されるように調整されていれば良い。
【００３０】
　したがって、上記変形例１及び変形例２のような構成としても、上記実施形態と略同様
に、蓋シール２Ａ（２Ｂ）は、開口部１２側の面に対して当該開口部１２と反対側の面が
剥離方向に沿ってより収縮することで当該蓋シール２Ａ（２Ｂ）の先端部（一端部）側ほ
ど開口部１２から離間したような状態を維持するため、包装体本体１からの蓋シール２Ａ
（２Ｂ）の剥離度合を相対的に小さくしても家庭用薄葉紙Ｐを取り出し易くすることがで
きる。　
【００３１】
　また、上記実施形態並びに各変形例にあっては、蓋シール２、２Ａ、２Ｂをシール本体
２１と伸縮性部２２、２２Ａ、２２Ｂの二層構造とするようにしたが、一例であってこれ
に限られるものではなく、開口部１２側の面に対して当該開口部１２と反対側の面が剥離
方向に沿ってより収縮するように伸縮性を具備する構成であれば蓋シール２の構成は適宜
任意に変更可能である。すなわち、例えば、開口部１２側の面と当該開口部１２と反対側
の面とで収縮力を変化させた一層構造の蓋シールであっても良い。
【００３２】
　さらに、上記実施形態並びに各変形例にあっては、ウェットティシューを包装する包装
体１００を例示したが、これに限られるものではなく、ウェットシート等の湿性の家庭用
薄葉紙Ｐやティシューペーパー等のその他の家庭用薄葉紙Ｐを包装する包装体１００であ
っても良い。また、包装体１００の形状や素材等は、一例であってこれに限られるもので
はなく、適宜任意に変更可能である。
【００３３】
　加えて、今回開示された実施形態は、全ての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなくて特許請求の範囲によっ
て示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれることが意図
される。
【符号の説明】
【００３４】
１００　包装体
１　　　包装体本体
１２　　開口部
２、２Ａ、２Ｂ　蓋シール（包装体用蓋体）
２１　　シール本体（蓋体本体）
２２、２２Ａ、２２Ｂ　伸縮性部
Ｐ　　　家庭用薄葉紙
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