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(57)【要約】
【課題】シガレットのような喫煙物品を収容する新しい
ヒンジ蓋パックを提供する。
【解決手段】シガレットのような喫煙物品のヒンジ蓋パ
ックは、箱部分（２）（４２）と、箱部分（２）（４２
）にヒンジで留められた蓋部分（４）（４４）と、箱部
分（２）（４２）に装着された喫煙物品の少なくとも２
つの縦方向にオフセットした段（１８）（２０）（２２
）（４６）（４８）とを含む。少なくとも２つの段（１
８）（２０）（２２）（４６）（４８）の各々は、喫煙
物品の別々に包装された束を含む。一実施形態では、少
なくとも２つ段（１８）（２０）（２２）の各々におけ
る喫煙物品は、実質的に同じ長さを有し、喫煙物品の別
々に包装された束の上端及び下端は、互いに対して縦方
向にオフセットされている。別の実施形態では、少なく
とも２つの段（４６）（４８）の各々における喫煙物品
は、異なる長さを有し、喫煙物品の別々に包装された束
の上端は、互いに対して縦方向にオフセットされている
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　喫煙物品のヒンジ蓋パックであって、
　下部箱部分（２）（４２）と、
　ヒンジ蓋パックの後壁にわたって延びるヒンジ線（６）に沿って前記下部箱部分（２）
（４２）に接続した上部蓋部分（４）（４４）と、
　前記下部箱部分（２）（４２）に装着された喫煙物品の少なくとも２つの縦方向にオフ
セットした段（１８）（２０）（２２）（４６）（４８）と、
　を含み、
　前記少なくとも２つの段（１８）（２０）（２２）（４６）（４８）の各々は、喫煙物
品の別々に包装された束を含む、
　ことを特徴とするパック。
【請求項２】
　喫煙物品の前記少なくとも２つの段（１８）（２０）（２２）（４６）（４８）は、細
長い喫煙物品の少なくとも２つの別々に包装された束を縦方向にオフセットした関係で互
いに固定することによって形成されることを特徴とする請求項１に記載の喫煙物品のヒン
ジ蓋パック。
【請求項３】
　前記少なくとも２つの段（１８）（２０）（２２）の各々における前記喫煙物品は、実
質的に同じ長さを有し、前記喫煙物品の別々に包装された束の上端及び下端は、互いに対
して縦方向にオフセットされていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の喫煙
物品のヒンジ蓋パック。
【請求項４】
　前記少なくとも２つの段（４６）（４８）の各々における前記喫煙物品は、異なる長さ
を有し、前記喫煙物品の別々に包装された束の上端は、互いに対して縦方向にオフセット
されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の喫煙物品のヒンジ蓋パック。
【請求項５】
　前記下部箱部分（２）（４２）と喫煙物品の前記少なくとも２つの段（１８）（２０）
（２２）（４６）（４８）との間で該下部箱部分（２）（４２）に装着された内側フレー
ム（２６）を更に含むことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の喫
煙物品のヒンジ蓋パック。
【請求項６】
　前記内側フレーム（２６）は、前記下部箱部分（２）（４２）に固定されることを特徴
とする請求項５に記載の喫煙物品のヒンジ蓋パック。
【請求項７】
　喫煙物品の前記少なくとも２つの段（１８）（２０）（２２）（４６）（４８）の１つ
又はそれよりも多くは、前記内側フレーム（２６）に固定されることを特徴とする請求項
５又は請求項６に記載の喫煙物品のヒンジ蓋パック。
【請求項８】
　前記下部箱部分（２）（４２）の後壁に隣接した喫煙物品の最上段（２０）（４８）と
該下部箱部分（２）（４２）の前壁（８）に隣接した喫煙物品の最上段（１８）（４６）
とを有することを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の喫煙物品のヒ
ンジ蓋パック。
【請求項９】
　前記少なくとも２つの段（１８）（２０）（２２）（４６）（４８）の各々は、脆弱線
（２４）を有する包装紙に包まれた喫煙物品の束を含むことを特徴とする請求項１から請
求項８のいずれか１項に記載の喫煙物品のヒンジ蓋パック。
【請求項１０】
　前記脆弱線（２４）は、喫煙物品の前記別々に包装された束の上部領域の周りで周方向
に延びることを特徴とする請求項９に記載の喫煙物品のヒンジ蓋パック。
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【請求項１１】
　前記少なくとも２つの段（１８）（２０）（２２）（４６）（４８）の各々は、金属箔
又は金属化紙の折り重ねられたシートに包装された喫煙物品の束を含むことを特徴とする
請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の喫煙物品のヒンジ蓋パック。
【請求項１２】
　前記少なくとも２つの段（１８）（２０）（２２）（４６）（４８）の各々は、喫煙物
品の前記別々に包装された束の前記上端に固定されたタブ（３０）、好ましくは直立した
タブ（３０）を更に含むことを特徴とする請求項１から請求項１１のいずれか１項に記載
の喫煙物品のヒンジ蓋パック。
【請求項１３】
　前記直立したタブ（３０）は、喫煙物品の前記別々に包装された束の前記上端を覆って
延びるシール（２８）の一部であることを特徴とする請求項１２に記載の喫煙物品のヒン
ジ蓋パック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シガレットのような喫煙物品を収容する新しいヒンジ蓋パックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　シガレットは、一般的に、下部箱部分と、この箱部分の後壁にヒンジ止めされた上部蓋
部分とを有するヒンジ蓋付きパックに入れて販売される。蓋部分が閉じている時に、その
前壁、側壁、及び後壁は、パックの箱部分の対応する壁の延長部を形成する。使用中は、
消費者が蓋部分をヒンジの周りで後方にピボット回転させてパックを開き、それによって
箱部分に保持されたシガレットの包装された束へのアクセスを得る。束からシガレットを
取り外すために、消費者は、最初に典型的に金属箔又は金属化紙の折り重ねられたシート
である包装紙を引っ張り、その上部前面部分を取り除かなければならない。その結果、消
費者が１つのシガレットをヒンジ蓋パックから取り外すと直ちに、束を取り囲んでいる金
属箔又は金属化紙の包装紙は、例えば、湿気が出たり入ったりすることに対するいかなる
保護もそこに残るシガレットにもはや提供しない。
【０００３】
　ヒンジ蓋付きシガレットパックはまた、通常は、箱部分の前面及び側面とシガレットの
包装された束との間に箱部分の内側に装着された内側フレーム又はカラーを含み、その少
なくとも一部分は、箱部分から閉じた位置の蓋部分によって覆われた空間内に突出する。
消費者が開いた位置でヒンジ蓋パックからより容易にシガレットを取り出せるようにする
ために、通常は、内側フレームの前壁に中央切り欠き部が設けられる。しかし、切り欠き
部が設けられた場合でさえも、束におけるシガレットの緊密な詰め込みは、特にパックが
満杯の時に、消費者がヒンジ蓋パックの箱部分からシガレットを取り出すのを依然として
困難にする可能性がある。これは、例えば、束を構成しているシガレットが入れ子式７－
６－７丁合で３つの平行な列に配置された２０のシガレットの従来型ヒンジ蓋パックにお
いて当て嵌まる。
【０００４】
　ＵＳ－Ａ－５、２７７、３０４は、シガレットの２つの個々に包装された群及び少なく
とも１つの内部に固定されたカラーを収容する２０又は２５よりも多くのシガレットを収
容するように設計されたシガレットのヒンジ蓋付きパケットを開示している。
　ＵＳ－Ａ－６、７４２、６５１は、ヒンジ蓋シガレットパックの群を収容するヒンジ蓋
付きシガレットカートンを開示している。
　収容された喫煙物品に対して保護の増強及び従って新鮮さの改善を提供するだけでなく
、収容された喫煙物品への消費者のより容易なアクセスも可能にするシガレット又は他の
喫煙物品のヒンジ蓋パックを提供することが望ましいと考えられる。
【０００５】
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【特許文献１】ＵＳ－Ａ－５、２７７、３０４
【特許文献２】ＵＳ－Ａ－６、７４２、６５１
【発明の開示】
【０００６】
　本発明により、喫煙物品のヒンジ蓋パックを提供し、これは、下部箱部分と、ヒンジ蓋
パックの後壁にわたって延びるヒンジ線に沿って下部箱部分に接続した上部蓋部分と、下
部箱部分に装着された少なくとも２つの縦方向にオフセットした喫煙物品の段とを含み、
少なくとも２つの段の各々は、喫煙物品の別々に包装された束を含む。
　少なくとも２つの縦方向にオフセットした段の各々は、１列よりも多い喫煙物品を含む
ことができる。例えば、少なくとも２つの縦方向にオフセットした段の１つ又はそれより
も多くは、２列の喫煙物品を含むことができる。
　少なくとも縦方向にオフセットした段の各々における喫煙物品の列の数は、同じにする
か又は別にすることができる。例えば、本発明によるヒンジ蓋パックは、一方の段が喫煙
物品の単一の列を含み、他方の段が喫煙物品の２つの列を含む喫煙物品の２つの縦方向に
オフセットした段を含むことができる。
【０００７】
　消費者は、彼らが特定の束から喫煙物品を取り外したいと欲する時に、喫煙物品の別々
に包装された束の１つを取り囲んでいる包装紙の一部分を取り外すことだけ必要なので、
喫煙物品の少なくとも２つの別々に包装された束を含めることは、有利な態様においては
、消費者によってパックが最初に開かれた後に本発明によるヒンジ蓋パックに収容された
喫煙物品の新鮮さを保存するのを助ける。
　更に、消費者によって本発明によるヒンジ蓋パックから喫煙物品が取り出される時に、
喫煙物品の少なくとも２つの別々に包装された束を含めることはまた、パックに残ってい
る喫煙物品に対する損傷を回避するのを助ける。少なくとも２つの段の各々における喫煙
物品の束の周りの別々の包装紙は、有利な態様においては、そこにある喫煙物品の移動を
制限し、それによってヒンジ蓋パック内の移動によって喫煙物品が損傷する危険性を低減
する。
【０００８】
　更に、細長い喫煙物品の別々に包装された束を互いに対して段付き配置に縦方向にオフ
セットさせると、有利な態様においては、本発明によるヒンジ蓋パックに収容された喫煙
物品への改善されたアクセスを消費者に提供する。
　喫煙物品の別々に包装された束を互いに対して縦方向にオフセットさせるために、下部
箱部分の基部は、例えば、段状インサートを含めることによって階段状にすることができ
る。喫煙物品の少なくとも２つの別々に包装された束の各々をインサートの異なる階段上
に立たせると、喫煙物品の別々に包装された束を互いに対して高さ方向にオフセットさせ
、それによって喫煙物品の少なくとも２つの段を生成する。
【０００９】
　代替的に、喫煙物品の少なくとも２つの段を生成するために、ヒンジ蓋パックの箱部分
には、喫煙物品の少なくとも２つの別々に包装された束がその上に立つ傾斜底壁を設ける
ことができる。例えば、本発明によるヒンジ蓋パックの箱部分の前壁の下縁は、その後壁
の下縁に対して高さ方向にオフセットさせることができ、そのために前壁に隣接する箱部
分の底壁上に立っている喫煙物品の第１の別々に包装された束は、後壁に隣接する箱部分
の底壁上に立っている喫煙物品の第２の別々に包装された束に対して高さ方向に自動的に
オフセットされる。
【００１０】
　好ましくは、喫煙物品の少なくとも２つの段は、喫煙物品の少なくとも２つの別々に包
装された束をオフセットした段を付けた関係に互いに対して固定することによって形成さ
れる。喫煙物品の別々に包装された束は、あらゆる適切な手段を使用して、例えば、箱部
分に装着された喫煙物品の隣接する段の当接する表面への接着剤の適用を通して互いに固
定することができる。
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　消費者の必要性に応じて、本発明によるヒンジ蓋パック内の喫煙物品の少なくとも２つ
の段は、有利な態様においては、同じか又は異なる種類の喫煙物品の別々に包装された束
を含むことができる。
【００１１】
　本発明による喫煙物品のヒンジ蓋パックは、例えば、サイズが異なる（長さが異なる、
円周が異なる、又は長さ及び円周の両方が異なる）喫煙物品の別々に包装された束を含む
喫煙物品の少なくとも２つの段を含むことができる。代替的に又は追加的に、本発明によ
る喫煙物品のヒンジ蓋パックは、異なるタバコ配合又は香味を有する喫煙物品の別々に包
装された束を含む喫煙物品の少なくとも２つの段を含むことができる。
【００１２】
　例えば、本発明による喫煙物品のヒンジ蓋パックは、より短い（長さが約７０ｍｍと約
７２ｍｍの間）シガレットの別々に包装された束を含む１つ又はそれよりも多くの段と共
に、キングサイズ（長さが約８４ｍｍ）シガレットの別々に包装された束を含む１つ又は
それよりも多くの段（すなわち、異なる長さ）、又は同じ長さのスリムなシガレットの別
々に包装された束を含む１つ又はそれよりも多くの段と共に、キングサイズシガレットの
別々に包装された束を含む１つ又はそれよりも多くの段（すなわち、異なる円周）、又は
タールがより低いシガレットの別々に包装された束を含む１つ又はそれよりも多くの段と
共に、タールがより高いシガレットの別々に包装された束を含む１つ又はそれよりも多く
の段（すなわち、異なる配合物）、又はメンソールシガレットの別々に包装された束を含
む１つ又はそれよりも多くの段と共に、非メンソールシガレットの別々に包装された束を
含む１つ又はそれよりも多くの段（すなわち、異なる配合物）、又は異なる配合の幅がよ
り広く長さがより短いシガレットの別々に包装された束を含む１つ又はそれよりも多くの
段と共に、キングサイズシガレットの別々に包装された束を含む１つ又はそれよりも多く
の段（すなわち、異なる円周、異なる長さ、及び異なる配合）を含むことができる。
　上述で与えた特定の例は例示だけの目的であり、喫煙物品の少なくとも２つの段が異な
る喫煙物品の種類の他の望ましい組合せを含むことができることは認められるであろう。
【００１３】
　本発明による喫煙物品のヒンジ蓋パックは、喫煙物品の少なくとも２つの段を含むこと
ができ、少なくとも２つの段の各々は、喫煙物品の別々に包装された束を含み、少なくと
も２つの段の上端は、互いに対して縦方向にオフセットされている。
　代替的に、本発明による喫煙物品のヒンジ蓋パックは、喫煙物品の少なくとも２つの段
を含むことができ、少なくとも２つの段の各々は、喫煙物品の別々に包装された束を含み
、少なくとも２つの段の上端及び下端は、互いに対して縦方向にオフセットされている。
【００１４】
　例えば、本発明の一実施形態では、少なくとも２つの段の各々における喫煙物品は、実
質的に同一長さを有し、喫煙物品の別々に包装された束の上端及び下端は、互いに対して
縦方向にオフセットされている。
　本発明の別の実施形態では、少なくとも２つの段の各々における喫煙物品は、異なる長
さを有し、喫煙物品の別々に包装された束の上端は、互いに対して縦方向にオフセットさ
れている。
【００１５】
　本発明による喫煙物品のヒンジ蓋パックが、異なる長さの喫煙物品の別々に包装された
束を含む喫煙物品の少なくとも２つの段を含む場合には、少なくとも２つの段の上端を互
いに対して縦方向にオフセットさせるために、ヒンジ蓋パックの箱部分には、単に、喫煙
物品の少なくとも２つの別々に包装された束の下端がその上に立っている傾斜のない平坦
な底壁を設けることができる。別々に包装された束における喫煙物品の長さの差は、こう
して少なくとも２つの段の高さの差を生じさせる。
　同様に、喫煙物品の少なくとも２つの段は、同じ数又は異なる数及び／又は丁合の喫煙
物品を収容する別々に包装された束を含むことができる。
【００１６】
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　例えば、本発明による２０の喫煙物品のヒンジ蓋パックは、２段の喫煙物品を含むこと
ができ、一方の段は、７－６の丁合の１３のシガレットの別に包装された束を含み、他方
の段は、７つの喫煙物品の別に包装された列を含む。代替的に、本発明による２０の喫煙
物品のヒンジ蓋パックは、２段の喫煙物品を含むことができ、一方の段は、７－７の丁合
の喫煙物品の別に包装された束を含み、他方の段は、６つの喫煙物品の別に包装された列
を含む。更に別の実施形態では、本発明による２０の喫煙物品のヒンジ蓋パックは、２段
の喫煙物品を含むことができ、一方の段は、６－６の丁合の１２の喫煙物品の別に包装さ
れた束を含み、他方の段は、８つの喫煙物品の別に包装された列を含む。
【００１７】
　本発明による２０のシガレットの好ましいヒンジ蓋パックは、２つの段のシガレットを
含み、一方の段は、好ましくは７－６丁合で、第１の種類の１３のシガレットの別に包装
された束を含み、他方の段は、第２の異なる種類の７つのシガレットの別に包装された列
を含む。特に好ましい実施形態では、第１の種類のシガレットは、好ましくは長さが８４
ｍｍのキングサイズシガレットであり、第２の種類のシガレットは、好ましくは長さが７
０ｍｍのより短いシガレットである。
【００１８】
　好ましくは、ヒンジ蓋パックは、喫煙物品の２つ、３つ、又は４つの束を含む。より好
ましくは、ヒンジ蓋パックは、喫煙物品の２つ又は３つの束を含む。
　ヒンジ蓋パックが喫煙物品の３つの段を含む場合、喫煙物品の各段は、好ましくは、喫
煙物品の単一の別々に包装された列を含む。
　１つの特に好ましい実施形態では、ヒンジ蓋パックは、喫煙物品の３つの段を含み、そ
の各々は、７つの喫煙物品の単一の別々に包装された列を含む。
【００１９】
　別の特に好ましい実施形態では、ヒンジ蓋パックは、喫煙物品の２つの段を含み、一方
の段は、７つの喫煙物品の単一の別に包装された列を含み、他方の段は、１３の喫煙物品
の別に包装された束を含む。好ましくは、１３の喫煙物品は、７－６の丁合に配置される
。
　喫煙物品は、例えば、シガレット、シガー、又はシガリロとすることができる。好まし
くは、喫煙物品は、シガレットである。
【００２０】
　異なる数の従来サイズ、キングサイズ、スーパーキングサイズ、スリム又はスーパース
リムのシガレットを収容する本発明によるヒンジ蓋パックは、その寸法の適切な選択によ
って生成することができることが認められるであろう。本発明によるシガレットのヒンジ
蓋パックは、好ましくは２０のシガレットを含む。しかし、必要に応じて、より多くのシ
ガレット、例えば、２５又は３０のシガレット、又はより少ないシガレット、例えば、１
７、１８、又は１９のシガレットを含む本発明によるヒンジ蓋パックも生成することがで
きる。
【００２１】
　好ましくは、喫煙物品の少なくとも２つの段は、下部箱部分に固定して装着される。
　好ましくは、ヒンジ蓋パックは、下部箱部分と喫煙物品の少なくとも２つの段との間で
下部箱部分に装着された内側フレームを更に含み、その少なくとも一部分は、閉じた位置
で蓋部分によって覆われた空間内に箱部分から突出する。
　内側フレームは、あらゆる適切な手段を使用して、例えば、その表面に接着剤を適用す
ることにより、喫煙物品の少なくとも２つの段の１つ又はそれよりも多くに及び／又はヒ
ンジ蓋容器の箱部分に固定することができる。
　内側フレームがない場合には、喫煙物品の少なくとも２つの段の１つ又はそれよりも多
くは、例えば、適切な接着剤をその側壁の内面に適用することによって下部箱部分に直接
固定することができる。
【００２２】
　好ましくは、ヒンジ蓋パックは、下部箱部分の後壁に隣接している喫煙物品の最上段と
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、下部箱部分の前壁に隣接している喫煙物品の最下段とを有する。
　好ましくは、少なくとも２つの段の各々は、脆弱線を有する包装紙に包まれた喫煙物品
の束を含む。脆弱線は、包装紙を打ち抜き、刻みを入れ、穿孔し、型押し叉はその他の方
法で圧搾し、切断し、及び／又は弱くすることによって形成することができる。包装紙に
脆弱線を含めることは、有利な態様においては、消費者が束内の喫煙物品にアクセスする
ためにその部分を取り外すのを容易にする。好ましくは、脆弱線は、喫煙物品の別々に包
装された束の上部領域の周りで周方向に延びている。好ましくは、ヒンジ蓋パックの箱部
分の前壁に近接している喫煙物品の段の束を包んでいる包装紙内の脆弱線は、ヒンジ蓋パ
ックを開くと消費者には見えない。
【００２３】
　好ましくは、少なくとも２つの段の各々は、金属箔又は金属化紙の折り重ねられたシー
トに包んだ喫煙物品の束を含む。
　好ましくは、喫煙物品の少なくとも２つの段の各々は、更に、喫煙物品の別々に包装さ
れた束の上端に固定されたタブ、より好ましくは組み立てられタブを含む。使用中に、消
費者は、束から包装紙の上部部分を取り外し、それによってそこにある喫煙物品にアクセ
スするために組み立てられタブを引っ張ることができる。組み立てられタブは、有利な態
様においては、それによって消費者が包装紙の上部部分を取り外すのを容易にする。
【００２４】
　好ましくは、タブは、喫煙物品の別々に包装された束の上端の上に付加されたラベルの
一部を形成する。この場合、ラベルはまた、有利な態様においては、包装紙の上端を閉じ
たままに保つことを助ける「シール」として作用し、従って、消費者によって包装紙の一
部分が故意に取り出されるまで、そこに包まれた喫煙物品の束は新鮮である。喫煙物品の
別々に包装された束の上端の上にラベルを付加することは、包装紙が金属箔又は金属化紙
又は他の材料の折り重ねられたシートの場合に特に好ましい。
【００２５】
　必要に応じて、本発明による喫煙物品のヒンジ蓋パック内の喫煙物品の少なくとも２つ
の段は、異なる包装紙による喫煙物品の別々に包装された束を含むことができる。少なく
とも２つの段における喫煙物品の別々に包装された束の包装紙は、例えば、異なる基部材
料で形成され、異なる厚み、異なる色、及び／又は異なるテキスト、ロゴ、又はそこに印
刷された他の印しとすることができる。
　代替的又は追加的に、喫煙物品の少なくとも２つの段を区別するために、喫煙物品の別
々に包装された束の上端の上に異なるラベルを付加することができる。例えば、喫煙物品
の別々に包装された束は、異なる形状、異なる色、及び／又は異なるテキスト、ロゴ、又
はそこに印刷された他の印しを有するラベルを用いて「シール」することができる。
　本発明による喫煙物品のヒンジ蓋パック内の喫煙物品の少なくとも２つの段が、種類の
異なる喫煙物品の別々に包装された束を含む場合、それらを区別するために、有利な態様
においては、異なる包装紙及び／又は異なるラベルを使用することができる。
【００２６】
　本発明による喫煙物品のヒンジ蓋パックは、直角の縦方向及び直角の横方向縁部を備え
た実質的に直角平行六面体の形状とすることができる。代替的に、本発明による喫煙物品
のヒンジ蓋パックの箱部分及び／又は蓋部分は、１つ又はそれよりも多くの丸み付き縦方
向縁部、丸み付き横方向縁部、傾斜付き縦方向縁部、及び／又は傾斜付き横方向縁部を含
むことができる。例えば、パックの箱部分及び蓋部分が立っている層状白紙に公知の方法
で刻みを入れることにより、本発明によるシガレット又は他の喫煙物品の「コーナの丸い
」ヒンジ蓋パックを生成することができる。本発明による喫煙物品のヒンジ蓋パックが１
つ又はそれよりも多くの丸み付き及び／又は傾斜付き縁部を有する場合、ヒンジ蓋パック
の全体形状は、好ましくは、使用中に下部箱部分の基部上にパックを組み立てることがで
きるようなものである。
【００２７】
　ヒンジ蓋パックは、以下に限定されるものではないが、例えば、厚紙、板紙、プラスチ
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ック、及び／又は金属を含むあらゆる適切な材料で形成することができる。ヒンジ蓋パッ
クは、好ましくは、折り重ねられた層状白紙から、より好ましくは、折り重ねられた層状
厚紙白紙から形成される。
　本発明による喫煙物品のヒンジ蓋パックの箱部分及び／又は蓋部分には、パックを開く
前にそこに収容されている喫煙物品の少なくとも２つの段を消費者が見ることを可能にす
るために、有利な態様においては、１つ又はそれよりも多くの窓又は切り欠き部を設ける
ことができる。好ましくは、窓又は切り欠き部は、ヒンジ蓋パックの側壁に設けられる。
必要に応じて、窓又は切り欠き部は、パックの両側壁に設けることができる。
【００２８】
　少なくとも１つの窓又は切り欠き部を設けることは、本発明による喫煙物品のヒンジ蓋
パックが、シガレットの従来型ヒンジ蓋パックと実質的に同じ外観を有する場合に特に好
ましい。
　本発明による喫煙物品のヒンジ蓋パックは、例えばポリエチレン又はポリプロピレンの
透明な高分子フィルムを用いて、従来の方法で収縮包装又はそうでなければ上包装するこ
とができる。喫煙物品のヒンジ蓋パックが上包装される場合、上包装紙は、開封テープを
含むことができる。
　本発明は、添付図面を参照して一例として以下に更に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　図１に示す本発明の第１の実施形態によるシガレットのヒンジ蓋パックは、直角平行六
面体であり、一般的に、下部箱部分２と、パックの後部にわたって延びる水平ヒンジ線６
に沿って下部箱部分にヒンジ止めされた上部蓋部分４とを含む。下部箱部分２及び上部蓋
部分は、直角の垂直縁部及び直角の水平縁部を有する従来型のヒンジ蓋シガレットパック
の箱部分及び蓋部分と同じ一般的構成を有する。
　下部箱部分２は、前壁８、右側壁１０、左側壁、後壁、及び底壁を有する。上部蓋部分
４は、同様に、前壁８ａ、右側壁１０ａ、左側壁１２ａ、及び後壁１４ａを有し、それら
の壁は、箱部分２及び蓋部分４が図１の開いた位置から閉じた位置までヒンジ線６の周り
でピボット回転する時に、下部箱部分２の対応する同様の番号を付けた壁の延長部として
それぞれ機能する。ヒンジ蓋パックの上部蓋部分４は、更に、上部蓋部分４が閉じた位置
にある時に下部箱部分２の底壁と対向する上部壁と、上部蓋部分２の前壁８ａから延びて
その内面に固定された内側フラップ１６とを含む。
【００３０】
　図１に示すように、下部箱部分２には、シガレットの３つの段、すなわち、下部箱部分
２の前壁８に隣接した最下段１８と、下部箱部分２の後壁８に隣接した最上段２０と、最
下段１８と最上段２０の間に配置された中央又は中間段２２とが装着される。各々の段１
８、２０、及び２２は、金属箔又は金属化紙の折り重ねられたシートに包んだ７つのシガ
レットの列（図示せず）を含む。図１に示すヒンジ蓋パックは、このように、３つの別々
に包装された階段状の平行な列に配置された全部で２１のシガレットを収容する。金属箔
又は金属化紙のシートに設けられた脆弱線２４（図１に破線で示した）は、７つのシガレ
ット列の上端の近くに各段１８、２０、及び２２の周囲に延びている。脆弱線は、折り重
ねる前に金属箔又は金属化紙のシートを打ち抜き、刻みを入れ、穿孔し、型押し又はその
他の方法で圧搾し、切断し、及び／又は弱くすることによって形成することができる。
【００３１】
　図２に示すように、各段１８、２０、２２は、７つのシガレットの列の上端の上の折り
重ねられた金属箔又は金属化紙の包装紙の前壁の上端から包装紙の後壁の上端まで延びる
自己粘着性外側ラベル２８を更に含む。簡略化するために、自己粘着性外側ラベル２８は
、図１から省略した。外側ラベル２８には、シガレットの包装された列から離れてそこか
ら外向きに突出する非粘着性タブ３０が設けられる。使用中に、消費者は、脆弱線２４に
沿って金属箔又は金属化紙の折り重ねられたシートを分離し、かつその段におけるシガレ
ットの列から包装紙の上部部分を取り除くためにこのタブ３０を引っ張る。そこに包まれ
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た７つのシガレットの上端にアクセスするために消費者によって包装紙の上部部分が取り
除かれるまで、外側ラベル２８は、有利な態様においては、包装紙上部の折り重ねられた
端部を閉じておくのに役立つ。必要に応じて、３つの段１８、２０、２２の各々のタブ３
０及び／又は外側ラベル２８は、例えば、異なるサイズ、色、又は形状にすることができ
る。
【００３２】
　図１に示すシガレットのヒンジ蓋パックは、前壁、右側壁、左側壁、右後壁フラップ、
及び左後壁フラップを有する内側フレーム２６を更に含む。内側フレーム２６は、下部箱
部分２とシガレットの３つの段１８、２０、２２との間で下部箱部分２内に装着され、そ
のためにその上部部分は、閉じた位置にある時に上部蓋部分４によって覆われた空間内に
下部本体部分２から延びている。必要に応じて、上部蓋部分４の内側フラップ１６には、
壁の下縁が下部箱部分の壁の上縁に当接した閉じた位置で上部蓋部分４の保持を助けるよ
うに、使用中に壁と協働する公知の保持手段、及び／又はヒンジ蓋パックの内側フレーム
２６（図示せず）に設けられた更に別の公知の保持手段を設けることができる。
【００３３】
　図１では、最下段１８の周囲に延びる脆弱線２４は、内側フレーム２６の前壁に設けら
れた中心の切り欠き部によって可視である。しかし、好ましくは、最下段１８の金属箔又
は金属化紙のシート内の脆弱線２４の位置は、脆弱線が内側フレーム２６内の中心切り欠
き部の下縁３２の下に位置決めされ、そのためにそれが、箱を開ける時に消費者には見え
ないようなものである。
　図１に示す形式のシガレットのヒンジ蓋パックを形成するために、７つのシガレットの
列が形成され、かつ従来の方法で各列の周りで金属箔又は金属化紙を折り重ねることによ
って包装される。別々に包装された７つのシガレットの列は、次に、互いに対して縦方向
にオフセットした３つの群に集められ、図１に示す３つの段１８、２０、２２を形成し、
接着剤を使用して互いに固定される。３つの段１８、２０、２２は、次に、いくつかのス
テーション間で索引付けが可能な包装ホイール上のポケット内に接着剤を用いて３つの段
１８、２０、２２に固定された内側フレーム２６と共に置かれる。３つの段１８、２０、
２２及び内側フレーム２６の挿入の前に、ポケットは、適切な刻みラインの周りで折り重
ねられた時に図１に示すヒンジ蓋パックの箱部分２及び蓋部分４を形成する様々なパネル
及びフラップを含む層状厚紙白紙と一線に並べられる。包装ホイールがステーションから
ステーションにわたって索引付けする時に、シガレットの３つの段１８、２０、２２及び
内側フレーム２６の周りで層状白紙が段に折り重ねられ、従来の機械を使用して公知の方
法でヒンジ蓋パックを形成する。内側フレーム２６は、例えば、内側フレームの側面の外
面に適切な接着剤を適用することにより、及び／又は折り重ねられた時にヒンジ蓋パック
の箱部分の側壁を形成する白紙のパネルの内面に適切な接着剤を適用することにより、ヒ
ンジ蓋パックの箱部分２の内側に固定することができる。
【００３４】
　図３は、本発明の第２の実施形態によりシガレットのヒンジ蓋パックの蓋部分及び箱部
分を形成するための細長い層状厚紙白紙３４を示している。白紙３４は、適切な刻みライ
ン（図３の破線によって示した）の周りで折り重ねられた時に本発明の第２の実施形態に
よるシガレットのヒンジ蓋パックの上部蓋部分及び下部箱部分をそれぞれ形成する様々な
パネル及びフラップ３６、３８を含む。図３に示す白紙３４から形成されたシガレットの
ヒンジ蓋パックの蓋部分及び箱部分は、図１に示す本発明の第１の実施形態によるシガレ
ットのヒンジ蓋パックの蓋部分４及び箱部分２と大部分同様の構成である。しかし、本発
明の第２の実施形態によるシガレットのヒンジ蓋パックでは、箱部分の後壁をその底壁に
接合する箱部分の底部後縁と、蓋部分の前壁をその上部壁に接合する蓋部分の上部前縁と
は、両方とも傾斜付きである。図３に示すように、白紙３４は、ダストフラップ４０を更
に含む。白紙３４が折り重ねられると、これらのダストフラップ４０は、使用中にそこを
通ってシガレットから細刻みタバコのストランドが逃げる可能性があるヒンジ蓋パック内
での「穴」の形成を回避する。
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　本発明の第２の実施形態によるヒンジ蓋容器は、図１に示す本発明の第１の実施形態に
よるシガレットのヒンジ蓋パックを組み立てるのに上述したものと同じ方法で、シガレッ
トの３つの段及び内側フレーム２６の周りのステージに図３に示す白紙３４を折り重ねる
ことによって組み立てられる。
【００３５】
　図４及び５は、図１に示す本発明の第１の実施形態によるシガレットのヒンジ蓋パック
の下部箱部分２及び上部蓋部分４と大部分同様の構成の下部箱部分４２及び上部蓋部分４
４を含む本発明の第３の実施形態によるシガレットのヒンジ蓋パックを示している。しか
し、図５に示すように、本発明の第３の実施形態によるシガレットのヒンジ蓋パックでは
、蓋部分４４の前壁をその上部壁に接合する蓋部分４４の上部前縁は、傾斜付きとされる
。
【００３６】
　図４に示すように、下部箱部分４２には、シガレットの２つの段、すなわち、下部箱部
分４２の前壁に隣接した最下段４６及び下部箱部分４２の後壁に隣接した最上段４８が装
着される。最上段４８は、金属箔又は金属化紙の折り重ねられたシートに包装された７－
６丁合で２つの平行な入れ子の列に配置された１３個のキングサイズのシガレットの束（
図示せず）を含む。最下段４６は、金属箔又は金属化紙の折り重ねられたシートに包装さ
れた７つのより短いシガレット（図示せず）の列を含む。図４に示すヒンジ蓋パックは、
従って、全部で２０のシガレットを収容する。
【００３７】
　図１に示す本発明の第１の実施形態と同様に、金属箔又は金属化紙のシートに設けられ
た脆弱線（図示せず）は、シガレットの上端に隣接する２つの段４８、４８の各々の周り
に延びている。更に、上述のように、２つの段４６、４８の各々は、シガレットの上端の
上の折り重ねられた金属箔又は金属化紙の包装紙の前壁の上端から包装紙後壁の上端まで
延びる上方に突出する非粘着性タブ３０が設けられた自己粘着性外側ラベル２８を更に含
む。
【００３８】
　内側フレーム２６も更に含む図４及び５に示すシガレットのヒンジ蓋パックは、図１及
び２に示す本発明の第１の実施形態によるシガレットのヒンジ蓋パックの場合に上述した
ものと同様の方法で形成することができる。しかし、１３のキングサイズシガレットの別
に包装された束及び７つのより短いシガレットの別に包装された列は、そこにあるキング
サイズシガレット及びより短いシガレットの下縁を縦方向に整列させて、互いに接着剤を
使用して固定される。シガレットの長さの差のために、図４に示すように、最下段４６及
び最上段４８の上端は、互いに対して縦方向にオフセットされているという結果になる。
　有利な態様においては、図４及び５に示す本発明の第３の実施形態によるシガレットの
ヒンジ蓋パックの全高は、従って、従来型のヒンジ蓋シガレットパックのもの、約８８ｍ
ｍと実質的に同じになる。
【００３９】
　本発明の第１、第２、及び第３の実施形態による喫煙物品のヒンジ蓋パックは、ポリエ
チレン又はポリプロピレンのような透明な高分子フィルムを用いて、従来の方法で収縮包
装又はそうでなければ上包装することができる。本発明によるヒンジ蓋パックが上包装さ
れる場合、上包装紙は、好ましくは、開封テープ、より好ましくは、パックの周りで縦方
向に延びる開封テープを含み、従来的に、シガレットのヒンジ蓋パックのための上包装紙
における開封テープは、箱の周りに横方向に延びる。
【００４０】
　図１に示す本発明の第１の実施形態によるシガレットのヒンジ蓋パックは、シガレット
の３つの段を含み、各段が７つのシガレットの単一の列を収容し、図４に示す本発明の第
３の実施形態によるシガレットのヒンジ蓋パックは、シガレットの２つの段を含み、一方
の段が１３のシガレットの束を含み、他方の段が７つのシガレットの単一の列を含むが、
喫煙物品の異なる数の段、各段に異なる数の喫煙物品、及び／又は各段に異なる種類の喫
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られるであろう。
　本発明が、有利な態様において、下部箱部分と、ヒンジ蓋パックの後壁にわたって延び
るヒンジ線に沿って下部箱部分に接続した上部蓋部分と、下部箱部分に装着された喫煙物
品の少なくとも２つの縦方向にオフセットした別々に包装された束とを含む喫煙物品の新
しいヒンジ蓋パックを提供することは、以上の説明から認められるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の第１の実施形態によるシガレットの開いたヒンジ蓋パックの正面斜視図
である。
【図２】図１のシガレットのヒンジ蓋パック内の喫煙物品の段の拡大図である。
【図３】本発明の第２の実施形態によるヒンジ蓋容器を形成するための層状白紙の平面図
である。
【図４】本発明の第３の実施形態によるシガレットの開いたヒンジ蓋パックの正面斜視図
である。
【図５】蓋が閉じた図４のヒンジ蓋パックの正面斜視図である。
【符号の説明】
【００４２】
　２、４２　箱部分
　４、４４　蓋部分
　１８、２０、２２、４６、４８　段

【図１】

【図２】

【図３】
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