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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肌当接面及びその反対側の非肌対向面を有する男性用尿取りパッドと、前記男性用尿取
りパッドを包装する個包装袋とを含む男性用尿取りパッドの包装体において、
　前記個包装袋は、長手方向と、前記長手方向と交差する幅方向とを有する包装シートを
含み、
　前記包装シートは、前記長手方向において離間対向する第１及び第２端縁と、前記幅方
向へ延びる一対の第１折曲線と、前記第１端縁と一方の前記第１折曲線間に位置する第１
区域と、前記一対の第１折曲線間に位置する第２区域と、前記第２端縁と他方の前記第１
折曲線間に位置する第３区域とを有し、
　前記男性用尿取りパッドは、吸液性を有するパッド本体を有し、
　前記パッド本体は、前記長手方向へ延びる第１及び第２端縁と、前記幅方向へ延びる両
側縁と、前記長手方向へ延びる少なくとも一つの第２折曲線と、前記両側縁と前記一対の
第１折曲線間に位置する両側域と、前記両側域間に位置する中央域と、前記個包装袋に固
定された第１層と、前記第２折曲線を介して折り曲げられて前記第１層上に重ねられた第
２層とを有し、
　前記第２折曲線を介して前記第２層が前記第１層に積層された後に、前記第１折曲線を
介して前記包装シートの前記第１，第２及び第３区域を互いに重ね合わせることによって
、前記両側域が前記中央域に向かって折り重ねられ、
　前記パッド本体は、透液性の身体側ライナと、不透液性の裏面シートと、前記身体側ラ
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イナと前記裏面シートとの間に位置する吸液性コアとを含み、前記第１及び第２折曲線は
、前記吸液性コアと重なって位置し、
　前記吸液性コアは、中央域と、該中央域よりも肉薄である両側域とを有し、前記第１折
曲線は、前記吸液性コアの前記中央域と前記吸液性コアの前記両側域との境界部分よりも
前記吸液性コアの前記両側域側に位置することを特徴とする前記包装体。
【請求項２】
　前記第１層は前記第２層よりも前記パッド本体の幅方向の長さ寸法が大きく、該幅方向
において対向する前記第１層の両側域が前記第２層の両側縁よりも該幅方向の外側に位置
する請求項１に記載の包装体。
【請求項３】
　前記第２層は、折り畳まれた複数の層である請求項１または２に記載の包装体。
【請求項４】
　前記吸液性コアの前記中央域には、前記パッド本体の前記第２端縁側に位置し、他の吸
収領域よりも前記吸液性コアの単位面積当たりの質量が大きい高吸収領域が形成され、
　前記第２折曲線の一つは、前記高吸収領域と前記他の吸収領域との境界部分に位置する
請求項１～３のいずれかに記載の包装体。
【請求項５】
　前記男性用尿取りパッドは、前記非肌対向面に前記パッド本体の幅方向において所与寸
法離間して配置された複数の粘着性を有する留付部と、前記留付部を被覆し、接着部を介
して前記包装シートに固定されたセパレータとをさらに有する請求項１～４のいずれかに
記載の包装体。
【請求項６】
　前記接着部は、前記パッド本体の前記第１端縁側に位置する前記留付部の端縁と重なっ
て配置される請求項５に記載の包装体。
【請求項７】
　前記接着部は、前記パッド本体の幅方向において対向する前記留付部の両側縁のうち、
少なくとも一方の側縁と重なって配置される請求項５または６に記載の包装体。
【請求項８】
　前記留付部は、前記パッド本体の前記中央域に位置する中央留付部と、前記パッド本体
の前記両側域に位置するサイド留付部とを含み、前記パッド本体の前記第１端縁側に位置
する前記中央留付部及び前記サイド留付部の端縁のうち、少なくとも一つの端縁は、他の
端縁と前記長手方向において重ならない請求項５～７のいずれかに記載の包装体。
【請求項９】
　前記パッド本体は、前記パッド本体の前記中央域に位置して前記肌対向面から前記非肌
対向面側へ凹となる折曲誘導溝を含み、前記第１及び第２折曲線は、前記折曲誘導溝と重
ならないように位置する請求項１～８のいずれかに記載の包装体。
【請求項１０】
　前記パッド本体は、二つの前記第２折曲線を有するとともに、二つの前記第２折曲線の
間に位置する中間域と、前記パッド本体の前記第１端縁と一方の前記第２折曲線間に位置
する第１端域と、前記パッド本体の前記第２端縁と他方の前記第２折曲線間に位置する第
２端域とを有し、
　前記男性用尿取りパッドは、前記第１及び第２端域に位置する第１及び第２カバーシー
トと、前記パッド本体の前記両側域に位置する一対のバリアカフシートとを含む請求項１
～９のいずれかに記載の包装体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、男性用尿取りパッドとそれを包装する個包装袋とを含む男性用尿取りパッド
の包装体に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、男性用尿取りパッドを含む体液の吸収パッドの包装体は公知である。例えば、特
許文献１の包装体は、長手方向、幅方向、肌当接面及びその反対側の非肌対向面を有する
とともに、長手方向の一方の端部が他方の端部に対して幅広に形成された吸収パッドと、
該吸収パッドを折り畳んだ状態で包装する個包装袋とを含む。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１２７６８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１における包装体において吸収パッドは、幅広に形成されている両側域を長手
方向に延びる縦折曲線に沿って折り曲げた後、幅方向に延びる横折曲線に沿って折り曲げ
た状態で個包装袋に包装される。かかる包装体は、コンパクトに折り畳まれた状態で包装
されているため、携帯性に優れる。しかし、かかる手順で折り畳まれた吸収パッドは、縦
折曲線の折り癖が強くなるため、着用時に幅方向の外力が加わると吸収パッドが縦折曲線
に沿って折れ曲がり易くなる。
【０００５】
　ここで、一般に、男性性器に宛がわれる男性用尿取りパッドは、生理用ナプキンや母乳
パッド等の女性用の衛生用品と異なり、外出時に携帯することを想定されておらず、個包
装された商品が市場に流通されていなかった。しかし、近年の高齢化に伴い、外出時の携
帯性、利便性及び衛生面を考慮して、個包装された男性用尿取りパッドを求めるニーズが
高まっている。
【０００６】
　男性用尿取りパッドを個包装する場合には、男性用尿取りパッドが母乳パッドや生理用
ナプキン等に比して大きな外形を有するものであるから、包装体をコンパクトに携帯する
ためには、複数回折曲して個包装袋に収容することが必要となる。例えば、特許文献１の
包装体の包装方法を男性用尿取りパッドの包装体に適用した場合には、縦折曲線による折
り癖が強く付いて、それに沿って折れ曲がり易くなるので、男性用尿取りパッド全体が着
用者の身体形状に沿った凸曲形状を形成することができず、フィット性が低下して、着用
感が低下するとともに、身体とパッドとの間に形成された隙間から体液が漏れるおそれが
ある。
【０００７】
　そこで、本発明の課題は、従来の技術の改良であって、携帯性に優れ、かつ、着用状態
においてパッド本体を着用者の身体形状に沿って変形させることのできる男性用尿取りパ
ッドの包装体の提供に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を達成するために、本発明が対象とするのは、肌当接面及びその反対側の非肌
対向面を有する男性用尿取りパッドと、前記男性用尿取りパッドを包装する個包装袋とを
含む男性用尿取りパッドの包装体である。
【０００９】
　本発明は、上記尿取りパッドの包装体において、前記個包装袋は、長手方向と、前記長
手方向と交差する幅方向とを有する包装シートを含み、前記包装シートは、前記長手方向
において離間対向する第１及び第２端縁と、前記幅方向へ延びる一対の第１折曲線と、前
記第１端縁と一方の前記第１折曲線間に位置する第１区域と、前記一対の第１折曲線間に
位置する第２区域と、前記第２端縁と他方の前記第１折曲線間に位置する第３区域とを有
し、前記男性用尿取りパッドは、吸液性を有するパッド本体を有し、前記パッド本体は、
前記長手方向へ延びる第１及び第２端縁と、前記幅方向へ延びる両側縁と、前記長手方向
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へ延びる少なくとも一つの第２折曲線と、前記両側縁と前記一対の第１折曲線間に位置す
る両側域と、前記両側域間に位置する中央域と、前記個包装袋に固定された第１層と、前
記第２折曲線を介して折り曲げられて前記第１層上に重ねられた第２層とを有し、前記第
２折曲線を介して前記第２層が前記第１層に積層された後に、前記第１折曲線を介して前
記包装シートの前記第１，第２及び第３区域を互いに重ね合わせることによって、前記両
側域が前記中央域に向かって折り重ねられ、前記パッド本体は、透液性の身体側ライナと
、不透液性の裏面シートと、前記身体側ライナと前記裏面シートとの間に位置する吸液性
コアとを含み、前記第１及び第２折曲線は、前記吸液性コアと重なって位置し、前記吸液
性コアは、中央域と、該中央域よりも肉薄である両側域とを有し、前記第１折曲線は、前
記吸液性コアの前記中央域と前記吸液性コアの前記両側域との境界部分よりも前記吸液性
コアの前記両側域側に位置することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る男性用尿取りパッドの包装体の一つ以上の実施形態によれば、男性用尿取
りパッドが個包装袋に包装されるので携帯性に優れ、衛生的である。また、一対の第１折
曲線に沿って折り曲げることによって、長手方向において並ぶ第１、第２及び第３区域を
互いに重ね合わせた状態で男性用尿取りパッドを包装し、かかる包装形態においてパッド
本体の両側域が中央域に向かって折り重ねられている。このようにパッド本体の両側域は
、中央域よりも後に折り曲げられて包装されているので、両側域と中央域との境界に位置
する第１の折曲線による折曲部位に比較的に折り癖が付き難く、着用状態において、パッ
ド本体を着用者の身体形状に沿って変形させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　図面は、本発明の特定の実施の形態を示し、発明の不可欠な構成ばかりでなく、選択的
及び好ましい実施の形態を含む。
【図１】本発明の第１実施形態に係る男性用尿取りパッドの包装体の一例の斜視図。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う模式的断面図。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う模式的断面図。
【図４】個包装袋の展開平面図。
【図５】男性用尿取りパッドの一部破断展開平面図。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線に沿う模式的断面図。
【図７】男性用尿取りパッドの裏面図。
【図８】（ａ）～（ｆ）：男性用尿取りパッドの包装過程及び取出し過程を示す図。
【図９】男性用尿取りパッドの着用状態を例示する斜視図。
【図１０】図９のＸ－Ｘ線に沿う模式的断面図。
【図１１】（ａ）従来の折り曲げ方法による男性用尿取りパッドの着用状態を例示する断
面図。（ｂ）本発明に係る男性用尿取りパッドの着用状態を例示する断面図。
【図１２】男性用尿取りパッドの包装体の変形例を示す図７と同様の図。
【図１３】第２実施態様における男性用尿取りパッドの裏面図。
【図１４】第３実施態様における男性用尿取りパッドの展開平面図。
【図１５】図１４のＸＶ－ＸＶ線に沿う模式的断面図。
【図１６】図１４のＸＶＩ－ＸＶＩ線に沿う模式的断面図。
【図１７】図１４に示す男性用尿取りパッドの着用状態を例示する図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　下記の実施の形態は、図１～１７に示す男性用尿取りパッドの包装体に関し、発明の不
可欠な構成ばかりではなく、選択的及び好ましい構成を含む。
【００１３】
＜第１実施形態＞
　図１は、本発明に係る男性用尿取りパッドの包装体１の一例を示す。図１～３を参照す
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ると、包装体１は、互いに直交する長手方向Ｘと幅方向Ｙと、その全体形態をなすパッド
本体２０を有する男性用尿取りパッド１０と、男性用尿取りパッド１０を個包装する個包
装袋２とを含む。包装体１は、幅方向Ｙへ延びる一対の第１折曲線１７ａ，１７ｂと、長
手方向Ｘへ延びる第２折曲線１８ａ，１８ｂと、を有する。第１折曲線１７ａ，１７ｂは
個包装袋２と男性用尿取りパッド１０とを折曲するためのラインであって、第２折曲線１
８ａ，１８ｂは男性用尿取りパッド１０のみを折曲するためのラインである。
【００１４】
　図４を参照すると、個包装袋２は、長手方向Ｘへ長い長方形の包装シート２Ａから形成
されており、長手方向Ｘへ延びる第１及び第２側縁２ｂ，２ｃ、幅方向Ｙへ延びる第１及
び第２端縁２ｄ，２ｅを有する。個包装袋２は、第１折曲線１７ａと第１端縁２ｄとの間
に位置する第１区域５と、第１折曲線１７ａと第１折曲線１７ｂとの間に位置する第２区
域６と、第１折曲線１７ｂと第２端縁２ｅとの間に位置する第３区域７とに区分される。
包装シート２Ａは、男性用尿取りパッド１０が配置される第１面３と、その反対側の第２
面４とを有する。包装シート２Ａの第２面４の第２端縁２ｅ側には、包装体１を展開する
ための摘持タブ８が固定される。摘持タブ８は、第２面４に固定された固定部８ａと、固
定部８ａから延出する自由部８ｂとを有する。
【００１５】
　包装シート２Ａは、プラスチックフィルム、又は好ましくは質量約１０～３０ｇ／ｍ２

の熱可塑性合成繊維の繊維不織布、特に、スパンボンド・メルトブローン・スパンボンド
（ＳＭＳ）のラミネート繊維不織布等、さらには、これらのプラスチックフィルムと繊維
不織布とのラミネートから構成される。
【００１６】
　図５を参照すると、パッド本体２０は、縦中心線Ｐ及び横中心線Ｑと、肌対向面及びそ
の反対側の非肌対向面と、縦中心線Ｐの方向（包装シート２Ａの幅方向Ｙと同じ）におい
て互いに対向する曲状の第１端縁１０ａ及び第２端縁１０ｂと、それらの間において延び
る両側縁１０ｃ，１０ｄとを有する。男性用尿取りパッド１０は、第１端縁１０ａの横中
心線Ｑの方向（包装シート２Ａの長手方向Ｘと同じ）における長さ寸法が第２端縁１０ｂ
のそれよりも大きく、第１端縁１０ａから第２端縁１０ｂへ向かって次第に幅狭となる形
状を有し、横中心線Ｑの方向へ延びる一対の第２折曲線１８と、第２折曲線１８と交差し
て縦中心線Ｐの方向へ延びる一対の第１折曲線１７とを有する。
【００１７】
　パッド本体２０は、縦中心線Ｐの方向において、一方の第２折曲線１８ｂから第１端縁
１０ａ側へ延びる第１端域１１と、他方の第２折曲線１８ａから第２端縁１０ｂ側へ延び
る第２端域１２と、第１及び第２端域１１，１２との間に位置する中間域１３とに区分さ
れる。また、男性用尿取りパッド１０は、横中心線Ｑの方向において、一対の第１折曲線
１７ａ，１７ｂから対向する両側縁１０ｃ，１０ｄの間に位置する両側域１４と、両側域
１４間に位置する中央域１５とに区分される。第１端域１１の横中心線Ｑの方向における
端縁１１ａから第１折曲線１７までの寸法Ｗ２は、男性用尿取りパッド１０全体の横中心
線Ｑの方向における寸法Ｗ１の１５～３５％の大きさであることが好ましい。
【００１８】
　本実施形態において、パッド本体２０は、二つの第２折曲線１８ａ，１８ｂを介して三
つ折りにされているが、横中心線Ｑの方向へ延びる第２折曲線１８の数は二本に限られず
、１本以上であればよい。したがって、例えば、第２折曲線１８を３本設けて、パッド本
体２０を四つ折りにした状態で包装することもできる。
【００１９】
　パッド本体２０（男性用尿取りパッド１０も同じ）の縦中心線Ｐの方向における寸法Ｌ
１は約１６０ｍｍ～３５０ｍｍであることが好ましい。寸法Ｌ１が１６０ｍｍ未満の場合
、一般的な成人男性の陰茎を収容できないおそれがあり、３５０ｍｍ超の場合には、着用
時にパッド本体２０が着用者の肛門付近まで達して違和感を与えるおそれがある。また、
パッド本体２０（男性用尿取りパッド１０も同じ）の横中心線Ｑの方向における寸法Ｗ１
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は、１２０ｍｍ～３００ｍｍであることが好ましい。縦中心線Ｐ上における第１端縁１０
ａから第２折曲線１８ｂまでの寸法及び縦中心線Ｐ上における第２端縁１０ｂから第２折
曲線１８ａまでの寸法は、各々、パッド本体２０全体の縦中心線Ｐの方向における寸法Ｌ
１の１５～４０％の大きさであることが好ましい。第２端縁１０ｂから第２折曲線１８ａ
までの寸法が寸法Ｌ１の１５％未満の場合、着用者の鼠径部間に挟まれて陰嚢を収容しう
る部分のスペースが少なくなり、４０％超の場合、中間域１３の縦中心線Ｐの方向におけ
る寸法が短くなりすぎて、中間域１３において陰茎を収容するスペースが小さくなって陰
茎を安定的に収容することができなくなるおそれがある。
【００２０】
　パッド本体２０は、肌対向面側に位置する身体側ライナ２１と、非肌対向面側に位置す
る裏面シート２２と、身体側ライナ２１及び裏面シート２２の間に位置する吸液性コア２
３とを含む。また、身体側ライナ２１と吸液性コア２３との間には、オプションとして、
クッションシート２４が配置される。パッド本体２０において、身体側ライナ２１、クッ
ションシート２４及び裏面シート２２は、吸液性コア２３の外周縁から外方へ延出してお
り、パッド本体２０の外周縁において、例えば、ホットメルト接着剤や熱溶着等の公知の
接合手段によって互いに接合される。クッションシート２４は、体液の逆流（リ・ウエッ
ト）を防止することのできる性能を有するシート材料から形成されることが好ましい。
【００２１】
　身体側ライナ２１及びクッションシート２４は、例えば、透液性を有する繊維不織布か
ら形成されている。裏面シート２２は、難透液性又は不透液性の繊維不織布、通気性プラ
スチックフィルム又はそれらのラミネートシートから形成されている。クッションシート
２４の中央域１５には身体側ライナ２１を介して透視される着色要素を配置してもよい。
クッションシート２４の中央域１５に着色要素が配置される場合には、着用者がパッド本
体２０の内面に陰茎をあてがうときに、陰茎を該中央域１５と当接する位置に容易に配置
することができる。
【００２２】
　吸液性コア２３は、パッド本体２０とほぼ同形に賦型されたものであって、木材フラッ
フパルプ、超吸収性ポリマー粒子（ＳＡＰ）、オプションとして熱可塑性繊維を含む混合
物から形成された吸収性の芯材と、芯材を包被するティッシュペーパ等の液拡散性シート
とを含む。
【００２３】
　図６を参照すると、吸液性コア２３は、横中心線Ｑの方向における中央に位置する中央
域３５と、中央域３５の両側に位置する両側域３６とを有する。中央域３５の厚さは、両
側域３６のそれよりも大きくなっており、中央域３５と両側域３６との間の境界部分では
、吸液性コア２３の厚さが中央域３５から両側域３６に向かって次第に小さくなるように
変化している。吸液性コア２３の中央域３５は、パッド本体２０の中央域１５と厚さ方向
Ｚにおいて重なっている。第１折曲線１７は中央域３５よりも横中心線Ｑの方向の外側に
位置する部分に形成され、本実施形態においては、第１折曲線１７が両側域３６と重なっ
て位置しており、第１折曲線１７よりも横中心線Ｑの方向の外側に位置する部分、すなわ
ちパッド本体２０の両側域１４において、中央域１５よりも肉薄に形成されてその剛性が
低くなることにより、両側域１４が自由に変形可能となり、折り畳んだ状態において両側
域１４の全体が緩やかに折れ曲がり、折り癖が一層つき難くなる。
【００２４】
　吸液性コア２３の中央域３５の質量は、約１５０ｇ／ｍ２～６００ｇ／ｍ２であって、
両側域３６における質量は、１００ｇ／ｍ２～２５０ｇ／ｍ２であることが好ましい。中
央域３５の質量が１５０ｇ／ｍ２未満の場合、剛性が低くなって形状を維持し難くなり、
６００ｇ／ｍ２超の場合、嵩高になり過ぎて着用した際に違和感を与えるおそれがある。
また、両側域３６の質量が２５０ｇ／ｍ２を超えると、剛性が高くなり、第１折曲線１７
に沿って男性用尿取りパッド１０を折り曲げて包装することが困難になる。吸液性コア２
３の両側域３６の単位面積当たりの質量を吸液性コア２３の中央域３５の単位面積当たり
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の質量以下にすると、パッド本体２０の両側域１４が自由変形しやすくなり、着用者の身
体に対するフィット性をより向上させることができる。
【００２５】
　中央域３５及び両側域３６の厚さが相対的に異なる吸液性コア２３の形態は、例えば、
（１）吸液性コア２３の形態と相似形の型枠にコア材料を散布充填して形成する方法、（
２）吸液性コア２３の形態と相似形の型枠を適宜厚さのコア材料に押圧して形成する方法
等がある。方法（１）においては、中央域３５及び両側域３６の密度（ｇ／ｃｍ３）を実
質的に等しくすることができ、方法（２）においては、型枠によって両側域３６のコア材
料が中央域３５よりも強く押圧されることにより、両側域３６の密度（ｇ／ｃｍ３）を中
央域３５の密度より大きくすることができる。
【００２６】
　図７を参照すると、パッド本体２０の裏面側、すなわち、裏面シート２２の外面には、
下着等の着衣にパッド本体２０を取り付けるための、感圧性接着剤から形成された縦中心
線Ｐの方向へ延び、かつ、横中心線Ｑの方向において所与寸法離間して並ぶ複数条の留付
部４０が配置される。留付部４０は、横中心線Ｑと交差して第１端域１１から第２端域１
２へ延びる中央留付部４１と、第１端域１１側において中央留付部４１の両側に位置する
サイド留付部４２とを有する。留付部４０は、プラスチック製又は繊維不織布製のセパレ
ータ４５で被覆される。中央留付部４１及びサイド留付部４２は、それらの第１端縁１０
ａ側に位置する端縁４０ａが互いに横中心線Ｑの方向において重なっている。
【００２７】
　中央留付部４１は、パッド本体２０の横中心線Ｑの方向における中央に位置し、横中心
線Ｑの方向における寸法（幅寸法）が４０ｍｍ以上であって、好ましくは約４０～１２５
ｍｍである。中央留付部４１は、着用時において下着等の着衣に止着されてカップ形状を
なすパッド本体２０の平面的な底部を形成しうるものであって、かかる幅寸法を４０ｍｍ
以上とすることによって、底部を比較的に広く形成して陰茎が収容される空間を有するカ
ップ形状を形成することができる。また、使用後にパッド本体２０の第１又は第２端域１
１，１２を摘んで着衣からパッド本体２０を剥離し易くするために、中央留付部４１は、
パッド本体２０の第１及び第２端縁１０ａ，１０ｂから１５～９０ｍｍ離間して配置され
、特に２０～５５ｍｍ離間して配置されることが好ましい。
【００２８】
　サイド留付部４２は、横中心線Ｑにおける寸法（幅寸法）が５～６２．５ｍｍであるこ
とが好ましく、第１端縁１０ａから１５～８５ｍｍ離間して位置し、中央留付部４１から
横中心線Ｑの方向へ１０～８５ｍｍ離間して位置することが好ましい。また、サイド留付
部４２の第２端縁１０ｂ側の端縁４０ｂは、第２折曲線１８ｂまで延びていないことが好
ましく、サイド留付部４２を被覆するセパレータ４５の第２端域１２側の端縁４５ｂは、
第２折曲線１８ｂを越えないことが好ましい。サイド留付部４２及びこれを被覆するセパ
レータ４５を第１端域１１内に配置することで、男性用尿取りパッド１０が第２折曲線１
８ｂに沿って折り曲げられたときにサイド留付部４２のセパレータ４５が捲れることを防
止することができる。
【００２９】
　セパレータ４５の裏面、すなわち留付部４０との対向面と反対側の面には、接着剤が塗
布された接着部４７が形成され、セパレータ４５は接着部４７を介して包装シート２Ａと
接着されている。接着部４７は、男性用尿取りパッド１０の厚さ方向（Ｘ方向及びＹ方向
に直交する方向）Ｚにおいて接着部４７の一部が留付部４０と重なる位置に形成される。
本実施の形態において接着部４７は、中央留付部４１の端縁４０ａ側及びサイド留付部４
２の端縁４０ａ側に位置し、端縁４０ａと交差してそれよりも縦中心線Ｐの方向の外側へ
延びている。個包装袋２の接着部４７に対する剥離強度は、セパレータ４５の留付部４０
に対する剥離強度よりも大きい。
【００３０】
　かかる構成を有する男性用尿取りパッド１０が個包装袋２に収容されるようにするため
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の包装方法は、下記のとおりである。
【００３１】
　まず、図４及び図８（ａ）に示すとおり、パッド本体２０の第１端域１１が包装シート
２Ａの第１面３の第２区域６と対向するように配置する。包装シート２Ａの第１面３には
、接着部４７が長手方向Ｘにおいて所与間隔離間して配置されており、該接着部４７を介
して各セパレータ４５（図７参照）の外面が止着されて、男性用尿取りパッド１０は包装
シート２Ａの第１面３に固定される。接着部４７は、包装シート２Ａの第１面３に予め設
けられておらず、男性用尿取りパッド１０の各セパレータ４５の外面に設けられていても
よい。
【００３２】
　図８（ｂ），（ｃ）を参照すると、パッド本体２０の第１端域１１（第１層１６Ａ）を
包装シート２Ａの第１面３に接着部４７を介して固定した後に、第２折曲線１８ａに沿っ
て第２端域１２を中間域１３の肌対向面側に向かって折り曲げて重ねる。次に、第２端域
１２と中間域１３とを折り重ねてなる積層部（第２層１６Ｂ）を第２折曲線１８ｂに沿っ
て折り曲げて、包装シート２Ａの第１面３に固定された第１端域１１と重ねる。このよう
に、パッド本体２０を包装シート２Ａの幅方向Ｙにおいて三つ折りにすることによって、
コンパクトな形態をなし、個包装袋２の幅寸法よりも小さくすることができる。本包装形
態においては、パッド本体２０の第２折曲線１８ａによる折曲部位と第１端縁１０ａとが
互いに重なって位置しているが、該折曲部位が第１端縁１０ａよりも幅方向Ｙの外方又は
内方に位置していてもよい。
【００３３】
　図８（ｃ）～（e）を参照すると、第１面３に三つ折りにされたパッド本体２０が配置
された個包装袋２において、第１折曲線１７ａに沿って第１区域５を第２区域６の第１面
３側へ折り曲げて互いに重ねる。次に、第３区域７を第１折曲線１７ｂに沿って折り曲げ
て、第１区域５と第２区域６とが積層されてなる積層部分と重ね合わせる。パッド本体２
０の幅方向（Ｘ方向）における寸法が第１端縁１０ａから第２端縁１０ｂに亘って等しく
形成されている場合、第１層１６Ａに第２層１６Ｂが重ねられた状態において、積層され
た両側域１４の厚さが大きくなり過ぎて、第１折曲線１７ａ，１７ｂに沿って両側域１４
を折り曲げ難くなるが、本実施の形態では、パッド本体２０の幅方向における寸法が、第
１端縁１０ａから第２端縁１０ｂに向かって小さくなっているため、積層された両側域１
４の厚さが大きくなり過ぎることを防止することができる。このように、かかる第１～第
３区域５，６，７が互いに厚さ方向Ｚにおいて積層された状態において、互いに重ね合わ
された第１及び第２側縁２ｂ，２ｃに沿ってヒートシールしてシールライン９ａ，９ｂを
形成し、シールライン９ａ，９ｂ間において幅方向Ｙへ延びる取り出し口（第２端縁２ｅ
）が形成される。取り出し口は、その開口縁近傍及び摘持タブ８の自由部８ｂに塗布され
た感圧性接着剤によって封止される。個包装袋２から男性用尿取りパッド１０を取り出す
ときには、包装体１の包装工程とは逆の手順によって、すなわち、図８（ｅ）から図８（
ａ）の態様となるように摘持タブ８及び取り出し口を剥離して第３区域７が第１区域５の
第２面４から離間するようにシールライン９ａ，９ｂを剥離し、第１折曲線１７ａ，１７
ｂによる折り曲げを解いて個包装袋２を展開し、次に、第２折曲線１８ａ，１８ｂの折曲
を解いてパッド本体２０を展開し、セパレータ４５と留付部４０とを剥離して男性用尿取
りパッド１０を取り出す。図８（ｆ）を参照すると、個包装袋２とセパレータ４５とが接
着部４７を介して接着されていることにより、個包装袋２から男性用尿取りパッド１０を
取り出す際に、包装シート２Ａとともにセパレータ４５をパッド本体２０から剥離するこ
とが可能となる。
【００３４】
　再び、図３を参照すると、かかる積層状態において、パッド本体２０の中央域１５は、
第２折曲線１８に沿って三つ折りにされた後に、第１折曲線１７に沿って個包装袋２とと
もに両側域１４が折り重ねられた状態で包装されるので、厚さ方向Ｚにおいて圧迫されて
、第２折曲線１８による折曲部位には折り癖が付き易くなる。したがって、パッド本体２
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０を包装状態から展開した状態において、パッド本体２０は第２折曲線１８による折り癖
によって第１及び第２端域１１，１２が中間域１３の肌対向面側へ向かって湾曲したよう
な態様となる。
【００３５】
　再び、図２を参照すると、一方、第１折曲線１７は、第２折曲線１８を介してパッド本
体２０を三つ折りにした後に折曲されることから、該折曲部位は第２折曲線１８による折
曲部位ほどには圧迫されず、折り癖が付き難くなる。したがって、男性用尿取りパッド１
０を包装状態から展開した状態において第１折曲線１７による折り癖が形成されず、両側
域１４と中央域１５との間にそれらの形状を変形させるような縦中心線Ｐの方向へ延びる
折曲ラインが形成されることはない。特に、本実施形態においては、圧縮弾性を有する吸
液性コア２３が両側域３６において中央域３５におけるそれよりも肉薄であることから、
男性用尿取りパッド１０の中央域１５に比して男性用尿取りパッド１０の両側域１４は全
体的に圧迫されず、折り癖が付き難いといえる。
【００３６】
　さらに、例えば、両側域１４を比較的に肉薄な両側域１４自体に重ね合わせた場合には
、第１折曲線１７による折曲部位と両側域１４の側縁１０ｃ，１０ｄとの高さがほぼ同じ
になって該折曲部位が鋭角に折曲されて折り癖が付き易くなるところ、本実施形態におい
ては、両側域１４の一部が、吸液性コア２３の厚さが両側域１４よりも大きい中央域１５
に重ね合わされることによって、両側域１４の側縁１０ｃ，１０ｄと第１折曲線１７によ
る折曲部位とが厚さ方向Ｚにおいて離間して該折曲部分はゆるやかな曲状を有し、パッド
本体２０を展開して折り癖が付き難いといえる。
【００３７】
　図９及び図１０を参照すると、男性用尿取りパッド１０の着用状態において、パッド本
体２０の中間域１３には着用者の陰茎８０が当接される。パッド本体２０は、第２折曲線
１８ａ，１８ｂの折り癖によって、第１及び第２端域１１，１２が中間域１３の肌対向面
側へ（身体側へ）向かって湾曲するので、中間域１３は身体形状に沿って外方へ凸曲状に
変形し易くなる。このように、中間域１３が外方へ凸曲したカップ形状を有することによ
って、中間域１３が平面状に陰茎８０と当接する場合に比して、フィット性が向上し、中
間域１３との間に体液の漏れの原因となるような隙間が形成されることはない。更に、第
１端域１１の両側域１４は、第２端域１２及び中間域１３の両側域１４よりも幅広に形成
されており、この第１端域１１の両側域１４は、第１折曲線１７ａ，１７ｂを介して緩や
かに身体側に湾曲するため、両側域１４から中央域１５に向かって外方へ凸曲したカップ
形状を呈することができる。
【００３８】
　図１１（ａ）を参照すると、包装体１の包装方法において、第２折曲線１８ａ，１８ｂ
を介してパッド本体２０を三つ折りにするより前に、第１折曲線１７ａ，１７ｂに沿って
両側域１４を折り曲げた場合（従来例）には、第１折曲線１７ａ，１７ｂによる折曲部位
が圧迫されて、折り癖が付き易くなる。かかる場合においては、第１折曲線１７ａ，１７
ｂの折り癖によって折曲部位が屈曲され、パッド本体２０を着用者の腹周りから突出する
陰茎８０に沿う湾曲状に変形させることができず、身体とパッド本体２０との間には体液
の漏れの原因となり得るような隙間６０が形成される。
【００３９】
　図１１（ｂ）を参照すると、本願発明のように、包装体１の包装方法において、パッド
本体２０を第２折曲線１８ａ，１８ｂに沿って三つ折りにした後に、第１折曲線１７ａ，
１７ｂに沿って両側域１４を折曲した場合には、第１折曲線１７ａ，１７ｂの折曲部位に
折り癖が付かず、男性用尿取りパッド１０は着用者の身体形状に沿って変形される。した
がって、身体とパッド本体２０との間に体液の漏れの原因となり得るような隙間が形成さ
れることはない。
【００４０】
＜第１変形例＞
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　図１２（ａ）を参照すると、本変形例における包装体１においては、接着部４７は、パ
ッド本体２０の長手方向（Ｙ方向）に延びて形成され、留付部４０に重なって配置される
とともに、パッド本体２０の第１端縁１０ａ側に位置する留付部４０の端縁４０ａ側に位
置し、留付部４０の両側縁４０ｃ，４０ｄのうち、少なくとも一方の側縁に重なって配置
される。接着部４７は、両側縁４０ｃ，４０ｄのうち少なくとも一方の側縁に跨って配置
されているため、包装シート２Ａの第１及び第２端縁２ｄ，２ｅのいずれの方向から包装
シート２Ａを剥離した場合であっても中央留付部４１及びサイド留付部４２に配置された
セパレータ４５をスムーズに剥がすことができる。
【００４１】
＜第２変形例＞
　図１２（ｂ）を参照すると、本変形例における包装体１においては、接着部４７が留付
部４０の端縁４０ａに重なって配置され、且つ留付部４０の両側縁４０ｃ，４０ｄの少な
くとも一方の側縁に重なって配置される。このように接着部４７を配置することにより、
包装シート２Ａの第１側縁２ｂ側から包装シート２Ａを剥離した場合に加え、包装シート
２Ａの第１及び第２端縁２ｄ，２ｅのいずれの方向から包装シート２Ａを剥離した場合で
あっても中央留付部４１及びサイド留付部４２に配置されたセパレータ４５をスムーズに
剥がすことができる。
【００４２】
＜第２実施形態＞
　図１３を参照すると、本発明の第２実施形態において、中央留付部４１及びサイド留付
部４２は、それらの第１端縁１０ａ側に位置する端縁４０ａが互いに横中心線Ｑの方向に
おいて重ならないように縦中心線Ｐの方向へずれて配置されている。具体的には、一方の
サイド留付部４２の端縁４０ａが、他方のサイド留付部４２及び中央留付部４１の端縁４
０ａよりも第１端縁１０ａ側に位置しており、中央留付部４１の端縁４０ａは、サイド留
付部４２の端縁４０ａの間に位置している。このように留付部４０の端縁４０ａの位置を
縦中心線Ｐの方向にずらすことにより、中央留付部４１及びサイド留付部４２にかかる剥
離力を分散させることができ、包装シート２Ａ及びセパレータ４５を容易に剥離すること
ができる。尚、中央留付部４１及びサイド留付部４２の端縁４０ａの位置は、少なくとも
一つの端縁４０ａの位置が、他の端縁４０ａの位置よりも第１端縁１０ａ側に位置してい
ればよく、例えば、中央留付部４１の端縁４０ａが、サイド留付部４２のそれよりも第１
端縁１０ａ側に位置していてもよい。
【００４３】
＜第３実施形態＞
　図１４を参照すると、本発明の第３実施形態における包装体１の男性用尿取りパッド１
０は、パッド本体２０の両側域１４に配置された一対のバリアカフシート（封じ込めシー
ト）５０と、第１端域１１と第２端域１２とに位置してパッド本体２０を被覆する第１及
び第２カバーシート６１，６２とをさらに含む。パッド本体２０と、バリアカフシート５
０と、第１及び第２カバーシート６１，６２とは、男性用尿取りパッド１０の外周縁に沿
って延びる、例えば熱溶着手段等のシール部１９によって互いに積層された状態で固定さ
れる。
【００４４】
　図１４及び図１５を参照すると、バリアカフシート５０は、第１端縁１０ａから第２端
縁１０ｂに向かって次第にテーパとなる形状を有し、例えば難透液性又は不透液性の繊維
不織布から形成されている。バリアカフシート５０は、シール部１９によって他のシート
部材とともに固定された近位縁部５１と、第1及び第２端域１１，１２において、例えば
ホットメルト接着剤を介して身体側ライナ２１に固定された固定両端部５２と、固定両端
部５２間において長手方向へ延びるバリアカフシート５０の内側縁を内方へ折り返すこと
によって形成されたスリーブ状の遠位縁部５３とを有する。バリアカフシート５０の遠位
縁部５３には、長手方向へ延びる糸状、ストリング状又はストランド状のカフ弾性要素５
４が固定される。遠位縁部５３は、男性用尿取りパッド１０の着用状態において、カフ弾



(11) JP 5565920 B1 2014.8.6

10

20

30

40

50

性要素５４の収縮作用によって身体側ライナ２１の肌対向面から着用者の身体側へ離間し
、尿の横漏れを防止するための一対のバリアカフ（立体カフ）が形成される。
【００４５】
　第１及び第２カバーシート６１，６２は、それぞれ、第１端縁１０ａ及び第２端縁１０
ｂ側においてバリアカフシート５０に固定された固定両側部６１ａ，６２ａと、固定両側
部６１ａ，６２ａ間においてパッド本体２０の中央域１５を被覆する被覆部６１ｂ，６２
ｂとを有する。図１５～１７に示すとおり、バリアカフシート５０が起立することによっ
て第１及び第２カバーシート６１，６２の被覆部６１ｂ，６２ｂは、パッド本体２０の中
央域１５に位置する身体側ライナ２１から離間し、被覆部６１ｂ，６２ｂと身体側ライナ
２１との間には、第１及び第２ポケット６４，６５が形成される。
【００４６】
　図１６を参照すると、吸液性コア２３の中央域３５は、第２端域１２側に、他の吸収領
域８４に比して肉厚で吸液量が多い高吸収領域８５が形成されており、第２カバーシート
６２による第２ポケット６５の開口は、高吸収領域８５に位置している。尚、第２ポケッ
ト６５の開口は、高吸収領域８５と他の吸収領域８４との境界部分８５ａに位置していて
もよい。第２折曲線１８ａは、吸液性コア２３の単位面積当たりの質量が変化する部分に
形成されることが好ましく、折曲誘導溝３０よりも第２端縁１０ｂ側であって、高吸収領
域８５と他の吸収領域８４との境界部分８５ａ又は境界部分８５ａ近傍の吸収領域８４に
位置することが好ましい。特に、第２折曲線１８ａが境界部分８５ａに位置することで、
境界部分８５ａにおける男性用尿取りパッド１０の剛性の変化と、第２折曲線１８ａによ
る折り癖とにより、第２ポケット６５全体を着用者の股下部に沿うように屈曲させること
が容易にでき、フィット性がより一層向上する。また、第２ポケット６５の開口が高吸収
領域８５に位置する、すなわち第２ポケット６５の開口が第２折曲線１８ａよりも第２端
縁１０ｂ側に位置することにより、第２カバーシート６２に第２折曲線１８ａの折り癖が
付くことを防止することができ、折り癖によって第２ポケット６５の開口形成が抑制され
ることを防止することができる。更に、第２ポケット６５の両側が着用者の大腿部間に挟
まれた状態で屈曲されることによって、第２カバーシート６２の被覆部６２ｂがより身体
側へ向かって凸となり、第２ポケット６５の開口がより大きく形成され、身体側ライナ２
１の表面を伝って流れ落ちてきた尿を確実に第２ポケット６５内に進入させることができ
る。高吸収領域８５における吸液性コア２３の単位面積当たりの質量は２５０ｇ／ｍ２以
上、６００ｇ／ｍ２以下であることが好ましい。質量が６００ｇ／ｍ２を超えると、吸収
パッド１０が嵩高になり過ぎて着用した際に違和感を与えるおそれがある。
【００４７】
　再び、図１４を参照すると、包装体１のパッド本体２０の中間域１３には、折曲誘導溝
３０が配置される。折曲誘導溝３０は、身体側ライナ２１から吸液性コア２３に向かって
圧搾された凹状のラインであって、縦中心線Ｐに対して斜めに交差する第１溝３１と、第
１溝３１と交差する方向へ延びる第２溝３２と、第１及び第２溝３１，３２よりも第２端
縁２０ｂ側に位置して縦中心線Ｐ上において直状に延びる第３溝３３と、第３溝３３より
も第２端縁２０ｂ側に位置し、縦中心線Ｐからパッド本体２０の幅方向の外側へ向かって
斜めに延びる一対の第４溝３４とを有する。本実施形態において、第１溝３１と第２溝３
２との交差部分Ｍでは溝が形成されておらず、第１及び第２溝３１，３２は非連続に形成
される。
【００４８】
　図１７を参照すると、男性用尿取りパッド１０の中間域１３は、折曲誘導溝３０を介し
て外方へ（着衣側へ）凸曲状に変形し、この凸曲変形域内に陰茎８０を包み込むように収
容し得るカップ形状のスペースが形成される。
【００４９】
　第１及び第２折曲線１７，１８は、折曲誘導溝３０と重ならない位置に形成され、具体
的には、第１及び第２折曲線１７，１８によって囲まれた中間域１３の中央域１５に形成
される。折曲誘導溝３０が形成される部分では男性用尿取りパッド１０の剛性が高くなる
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が、この部分と重ならない位置に第１及び第２折曲線１７，１８を配置することで、男性
用尿取りパッド１０を折り畳みやすくすることができる。更に、折曲誘導溝３０が第１及
び第２折曲線１７，１８と重なっていないため、着用時に男性用尿取りパッド１０が折曲
誘導溝３０に沿って安定したカップ形状を形成することができる。
【００５０】
　以上に記載した本発明に関する開示は、少なくとも下記事項に整理することができる。
【００５１】
　肌当接面及びその反対側の非肌対向面を有する男性用尿取りパッド１０と、男性用尿取
りパッド１０を包装する個包装袋２とを含む男性用尿取りパッド１０の包装体１において
、個包装袋２は、長手方向Ｘと、長手方向Ｘと交差する幅方向Ｙとを有する包装シート２
Ａを含み、包装シート２Ａは、長手方向Ｘにおいて離間対向する第１及び第２端縁２ｄ，
２ｅと、幅方向Ｙへ延びる一対の第１折曲線１７ａ，１７ｂと、第１端縁２ｄと一方の第
１折曲線１７ａ間に位置する第１区域５と、一対の第１折曲線１７ａ，１７ｂ間に位置す
る第２区域６と、第２端縁２ｅと他方の第１折曲線１７ｂ間に位置する第３区域７とを有
し、男性用尿取りパッド１０は、吸液性を有するパッド本体２０を有し、パッド本体２０
は、長手方向Ｘへ延びる第１及び第２端縁１０ａ，１０ｂと、幅方向Ｙへ延びる両側縁１
０ｃ，１０ｄと、長手方向Ｘへ延びる少なくとも一つの第２折曲線１８と、両側縁１０ｃ
，１０ｄと一対の第１折曲線１７ａ，１７ｂ間に位置する両側域１４と、両側域１４間に
位置する中央域１５と、個包装袋２に固定された第１層１６Ａと、第２折曲線１８を介し
て折り曲げられて第１層１６Ａ上に重ねられた第２層１６Ｂとを有し、第２折曲線１８を
介して第２層１６Ｂが第１層１６Ａに積層された後に、第１折曲線１７ａ，１７ｂを介し
て包装シート２Ａの第１，第２及び第３区域５，６，７を互いに重ね合わせることによっ
て、両側域１４が中央域１５に向かって折り重ねられる。
【００５２】
　上記段落００５１に開示した本発明は、少なくとも下記の実施の形態を含むことができ
る。該実施の形態は、分離して又は互いに組み合わせて採択することができる。
（１）第１層１６Ａは第２層１６Ｂよりもパッド本体２０の幅方向（Ｘ方向）の長さ寸法
が大きく、該幅方向において対向する第１層１６Ａの両側域１４が第２層１６Ｂの両側縁
１０ｃ、１０ｄよりも該幅方向の外側に位置する。
（２）第２層１６Ｂは、折り畳まれた複数の層である。
（３）パッド本体２０は、透液性の身体側ライナ２１と、不透液性の裏面シート２２と、
身体側ライナ２１と裏面シート２２との間に位置する吸液性コア２３とを含み、第１及び
第２折曲線１７，１８は、吸液性コア２３と重なって位置する。
（４）吸液性コア２３は、中央域３５と、中央域３５よりも肉薄である両側域３６とを有
し、第１折曲線１７は、吸液性コア２３の中央域３５と吸液性コア２３の両側域３６との
境界部分よりも吸液性コア２３の両側域３６側に位置する。
（５）吸液性コア２３の中央域３５には、パッド本体２０の第２端縁１０ｂ側に位置し、
他の吸収領域８４よりも吸液性コア２３の単位面積当たりの質量が大きい高吸収領域８５
が形成され、第２折曲線１８の一つは、高吸収領域８５と他の吸収領域８４との境界部分
８５ａに位置する。
（６）男性用尿取りパッド１０は、非肌対向面にパッド本体２０の幅方向（Ｘ方向）にお
いて所与寸法離間して配置された複数の粘着性を有する留付部４０と、留付部４０を被覆
し、接着部４７を介して包装シート２Ａに固定されたセパレータ４５とをさらに有する。
（７）接着部４７は、パッド本体２０の第１端縁１０ａ側に位置する留付部４０の端縁４
０ａと重なって配置される。
（８）接着部４７は、パッド本体２０の幅方向（Ｘ方向）において対向する留付部４０の
両側縁４０ｃ，４０ｄのうち、少なくとも一方の側縁と重なって配置される。
（９）留付部４０は、パッド本体２０の中央域１５に位置する中央留付部４１と、パッド
本体２０の両側域１４に位置するサイド留付部４２とを含み、パッド本体２０の第１端縁
１０ａ側に位置する中央留付部４１及びサイド留付部４２の端縁４０ａのうち、少なくと
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も一つの端縁は、他の端縁と長手方向Ｘにおいて重ならない。
（１０）パッド本体２０は、パッド本体２０の中央域１５に位置して肌対向面から非肌対
向面側へ凹となる折曲誘導溝３０を含み、第１及び第２折曲線１７，１８は、折曲誘導溝
３０と重ならないように位置する。
（１１）パッド本体２０は、二つの第２折曲線１８ａ，１８ｂを有するとともに、二つの
第２折曲線１８ａ，１８ｂの間に位置する中間域１３と、パッド本体２０の第１端縁１０
ａと一方の第２折曲線１８ｂ間に位置する第１端域１１と、パッド本体２０の第２端縁１
０ｂと他方の第２折曲線１８ａ間に位置する第２端域１２とを有し、男性用尿取りパッド
１０は、第１及び第２端域１１，１２に位置する第１及び第２カバーシート６１，６２と
、パッド本体２０の両側域１４に位置する一対のバリアカフシート５０とを含む。
【符号の説明】
【００５３】
１　　男性用尿取りパッドの包装体
２　　個包装袋
２Ａ　　包装シート
１０　　男性用尿取りパッド
１０ａ　　第１端縁
１０ｂ　　第２端縁
１１　　第１端域
１２　　第２端域
１３　　中間域
１４　　両側域
１５　　中央域
１６Ａ　　第１層
１６Ｂ　　第２層
１７　　第１折曲線
１８　　第２折曲線
２０　　パッド本体
２１　　身体側ライナ
２２　　裏面シート
２３　　吸液性コア
３０　　折曲誘導溝
４０　　留付部
４１　　中央留付部
４２　　サイド留付部
４０ａ　端縁
４５　　セパレータ
４７　　接着部
５０　　バリアカフシート
６１　　第１カバーシート
６２　　第２カバーシート
 
【要約】
【課題】携帯性に優れ、且つフィット性に優れる男性用尿取りパッドを備えた男性用尿取
りパッドの包装体の提供。
【解決手段】男性用尿取りパッド（１０）の包装体（１）は、包装シート（２Ａ）と、パ
ッド本体（２０）とを含み、前記包装シートは、幅方向（Ｙ）へ延びる一対の第１折曲線
（１７）によって区分された第１、第２及び第３区域（５）（６）（７）を有し、前記パ
ッド本体は、長手方向（Ｘ）へ延びる第２折曲線（１８）と、前記長手方向において離間
対向する両側域（１４）と、前記両側域間に位置する中央域（１５）と、第１層（１６Ａ
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）と、第２層（１６Ｂ）とを有し、前記第２折曲線によって前記第２層が前記第１層に積
層された後に、前記第１折曲線によって前記包装シートの前記第１，第２及び第３区域を
互いに重ね合わせることによって、前記両側域が前記中央域に向かって折り重ねられる。
【選択図】図２

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】
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