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(57)【要約】
【課題】安価且つ実施するのが容易な摺動開口型のたば
こ製品のパッケージを提供する。
【解決手段】摺動開口型のたばこ製品のパッケージが、
たばこ製品の集合体（２）を収容し且つ二つの対向する
平行な大側壁（８）を有する平行６面体形状の内容器（
４）と、二つの対向する平行な大側壁（１４）を有する
平行６面体形状の外容器（５）であって、内容器（４）
が外容器（５）の中に挿入される閉口位置と内容器（４
）が外容器（５）から少なくとも部分的に引き出される
開口位置との間で内容器（４）が摺動することを可能と
すべく内容器（４）を収容する外容器（５）と、内容器
（４）の第１大側壁（８）と外容器（５）の大側壁（１
４）との間に配設される少なくとも一つのクーポン（１
９）とを有する。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　たばこ製品の集合体（２）を収容し且つ対向する平行な二つの大側壁（８）を有する、
平行６面体形状の内容器（４）と、
　二つの対向する平行な大側壁（１４）を有する平行６面体形状の外容器（５）であって
、前記内容器（４）が前記外容器（５）の中に挿入される閉口位置と前記内容器（４）が
前記外容器（５）から少なくとも部分的に引き出される開口位置との間で前記内容器（４
）が摺動することを可能とすべく該内容器（４）を収容する外容器（５）と、
　少なくとも一つのクーポン（１９）であって、該少なくとも一つのクーポン（１９）を
使用者が引き出すことができるように、前記内容器（４）及び外容器（５）から分離され
且つ独立している少なくとも一つのクーポン（１９）と
を具備し、
　前記内容器（４）の大側壁（８）のそれぞれが前記内容器（４）の外側に突出する内保
留タブ（１１）を有し、
　前記外容器（５）の大側壁（１４）のそれぞれが該大側壁（１４）から前記外容器（５
）の内側に突出する外保留タブ（１７）を有し、
　前記内容器（４）が引き出されるとき、前記外保留タブ（１７）が、該内容器（４）の
外側への進行を制限し且つ該内容器（４）が前記外容器（５）から完全に引き出されるの
を防止すべく前記内容器（４）の対応する内保留タブ（１１）と係合する、摺動開口型の
たばこ製品のパッケージにおいて、
　前記クーポン（１９）が、前記内容器（４）の第１大側壁（８）と前記外容器（５）の
第１大側壁（１４）との間に配設され、前記閉口位置と前記開口位置との間で前記内容器
（４）と一緒に移動するように該内容器（４）の第１大側壁（８）の外面と一体であるよ
うに第１内保留タブ（１１ａ）の下に挿入されることを特徴とする、摺動開口型のたばこ
製品のパッケージ。
【請求項２】
　前記第１内保留タブ（１１ａ）が、弾性変形によって前記内容器（４）の第１大側壁（
８）に前記クーポン（１９）を押さえ付けて保持する、請求項１に記載のパッケージ。
【請求項３】
　各内保留タブ（１１）が前記内容器（４）の大側壁（８）と前記内容器（４）の小側壁
（９ｂ）との間の縁から前記内容器（４）の外側に突出し、
　各外保留タブ（１７）が前記外容器（５）の大側壁（１４）の縁に接続される、請求項
１または２に記載のパッケージ。
【請求項４】
　前記内容器（４）の対向する両側部上において前記内容器（４）と前記外容器（５）と
の間に配設される二つのクーポン（１９）を具備する、請求項１～３のいずれか１項に記
載のパッケージ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、摺動開口型のたばこ製品のパッケージに関する。
【０００２】
　以後の記述において、単純化するために、摺動開口型のシガレット包装体について言及
するが、これは単に例示に過ぎないものである。
【背景技術】
【０００３】
　ヒンジ連結された蓋付きの硬質のシガレット包装体は、製造するのが容易で、使用する
のが容易且つ実用的であることにより、更に、内部のシガレットを効果的に保護すること
により、現在最も広く市場で取引されている。
【０００４】
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　ヒンジ連結された蓋付きの硬質のシガレット包装体に加えて、摺動開口型の硬質のシガ
レット包装体が提案されており、このシガレット包装体は二つの容器の一方が他方の内部
に挿入される部分的に分離可能な二つの容器を具備する。すなわち、摺動開口型の硬質の
シガレット包装体は、箔（foil）状包み材料のシートに包まれたシガレットの集合体を収
容する内容器を具備し、内容器は、内容器が外容器の内側に挿入される閉口位置と、内容
器が外容器から引き出される開口位置との間で、外容器に対して摺動すべく外容器の内側
に収容される。内容器は、直線的な並進運動、または二つの容器を接続するヒンジ回りで
揺動することによって外容器の内外に摺動しうる。
【０００５】
　直線的な摺動開口型の硬質のシガレット包装体の実施形態が、仏国特許出願公開第２４
９９９４７号明細書（ＦＲ２４９９９４７Ａ１）、米国特許第４５３４４６３号明細書（
ＵＳ４５３４４６３Ａ１）、米国特許第５０８０２２７号明細書（ＵＳ５０８０２２７Ａ
１）、および伊国特許第１１６９１６３号明細書（ＩＴ１１６９１６３Ｂ）に記載され、
揺動開口型の硬質のシガレット包装体の一つの実施形態が国際公開第２００６０２１５８
１号に記載され、且ついくつかのシガレット包装体が、広告または絵が印刷された単一シ
ートまたは折畳みシート（fan-folded sheet）の形態のクーポン（coupon）を包含する。
【０００６】
　摺動開口型の硬質の包装体において、通常、クーポンは、外容器と透明なプラスチック
の包装材料のシートとの間に挿入される。このことは、包装体がシールされないとき、迅
速にクーポンを除去できるという利点を有するが、好ましくは使用者が見える状態にある
べき外容器の印刷面の広い部分をクーポンが隠すという欠点も有する。
【０００７】
　本問題を解決するために、クーポンを内容器の内側に挿入し、シガレットの集合体に直
接接触させることが提案されてきた。しかしながら、本解決法は、包装体から少なくとも
何本かのシガレットを最初に除去することなく内容器からクーポンが除去されるのを困難
にするという欠点を有する。更に、クーポンの大きさは内容器のシガレットの抜き取り開
口部の大きさが通常小さいせいで著しく制限され、このことは内容器のおよそ半分の幅よ
りも広いクーポンを抜き出すことを不可能にし、且つクーポンが直接シガレットの集合体
に接触して配置されるということは、クーポンの印刷の着色剤がたばこの匂いを変化させ
うる臭気を放出するという問題をもたらす。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００８】
　本考案の目的は、上述された欠点を解消すべく設計されると同時に、安価且つ実施する
のが容易な摺動開口型のたばこ製品のパッケージを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本考案によれば、添付の特許請求の範囲に記載されたような、摺動開口型のたばこ製品
のパッケージが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本考案に従った、直線的な摺動開口型の硬質のシガレット包装体の閉口
配置における正面斜視図を示す。
【図２】図２は、開口配置における図１のシガレット包装体の正面斜視図を示す。
【図３】図３は、図１のシガレット包装体の分解斜視図を示す。
【図４】図４は、本考案に従った、閉口配置における揺動開口型の硬質のシガレット包装
体の正面斜視図を示す。
【図５】図５は、開口配置における図４のシガレット包装体の正面斜視図を示す。
【図６】図６は、閉口配置における図４のシガレット包装体の正面図を示し、包装体の内
部構成部分のいくつかを強調する。
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【図７】図７は、開口配置における図４のシガレット包装体の正面図を示し、包装体の内
部構成部分のいくつかを強調する。
【図８】図８は、図１のシガレット包装体の内容器を形成するためのブランク（blank)の
平面図を示す。
【図９】図９は、図１のシガレット包装体の外容器を形成するためのブランクの平面図を
示す。
【図１０】図１０は、図１のシガレット包装体を形成するときの図８のブランクへのクー
ポンの取り付けを説明する概略図を示す。
【図１１】図１１は、図１のシガレット包装体を形成するときの図８のブランクへのクー
ポンの取り付けを説明する概略図を示す。
【図１２】図１２は、図１のシガレット包装体を形成するときの図８のブランクへのクー
ポンの取り付けを説明する概略図を示す。
【図１３】図１３は、図１のシガレット包装体を形成するときの図８のブランクへのクー
ポンの取り付けを説明する概略図を示す。
【図１４】図１４は、図１のシガレット包装体を形成するときの図８のブランクへのクー
ポンの取り付けを説明する概略図を示す。
【図１５】図１５は、図１のシガレット包装体を形成するときの図８のブランクへのクー
ポンの取り付けを説明する概略図を示す。
【図１６】図１６は、図１のシガレット包装体を形成するときの内容器へのクーポンの取
り付けを説明する概略図を示す。
【図１７】図１７は、図１のシガレット包装体を形成するときの内容器へのクーポンの取
り付けを説明する概略図を示す。
【図１８】図１８は、図１のシガレット包装体を形成するときの内容器へのクーポンの取
り付けを説明する概略図を示す。
【図１９】図１９は、図１のシガレット包装体を形成するときの内容器へのクーポンの取
り付けを説明する概略図を示す。
【図２０】図２０は、図１のシガレット包装体を形成するときの内容器へのクーポンの取
り付けを説明する概略図を示す。
【図２１】図２１は、図１のシガレット包装体を形成するときの内容器へのクーポンの取
り付けを説明する概略図を示す。
【考案を実施するための形態】
【００１１】
　添付する図面を参照して、例として限定するものではない本考案の多数の実施形態が記
載される。
　図１の符号１は、全体として、直線的な摺動開口型の硬質のシガレット包装体を示す。
【００１２】
　図１のシガレット包装体１は、包まれたシガレット（図示せず）の集合体２、すなわち
箔状包み材料のシートに包まれたシガレットの集合体と、ボール紙または同様のものから
作られる硬質の外パッケージ３とを具備し、外パッケージ３は、包まれた集合体２を収容
し、そして包まれた集合体２を実際に収容する硬質の内容器４と内容器４を収容する硬質
の外容器５とを具備し、外容器５は、内容器４が外容器５の中に完全に挿入される閉口位
置（図１）と、包まれた集合体２に使用者が直接アクセスするために内容器４が外容器５
から部分的に引き出される開口位置（図２）との間で内容器４が外容器５に対して直線運
動で摺動することを可能とすべく内容器４を収容する。
【００１３】
　図３に示されるように、内容器４は、平行６面体に形成され、且つ底壁６と頂壁７と対
向する平行な二つの大側壁８と大側壁８の間に配置される平行な二つの小側壁９ａ、９ｂ
とを具備する。頂壁７は、小側壁９ａに近接して、大側壁８の一部にかけても延在する抜
き出し開口部１０を有し、抜き出し開口部１０は、内容器４が開口配置にあるとき、最初
に集合体２の包みを裂いて開口した後に使用者が内容器４からシガレット（図示せず）を
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抜き出すのを可能とすべく外容器５の外側に配設される。保留タブ１１は、小側壁９ｂに
近接して各大側壁８から切断され且つ大側壁８それぞれと小側壁９ｂとの間の縁から内容
器４の外側に突出する。四つの縦縁が大側壁８と小側壁９との間に画成され、且つ八つの
横縁が側壁８、９と壁６、７との間に画成される。
【００１４】
　図３に示されるように、外容器５も、平行６面体に形成され、且つ底壁１２と、頂壁１
３と、対向する平行な二つの大側壁１４と、小側壁１５と、小側壁１５に対向する開口部
１６とを具備し、この開口部１６を通って内容器４が摺動する。保留タブ１７が、開口部
１６との境界となる各大側壁１４の縁に接続され、それぞれの大側壁１４から外容器５の
内側に突出し、内容器４が外に摺動するとき、内容器４の外への進行を制限し且つ内容器
４が外容器５から完全に分離するのを防ぐべく、内容器４の対応する保留タブ１１と係合
する。二つの縦縁が大側壁１４と小側壁１５との間に画成され、且つ六つの横縁が側壁１
４、１５と壁１２、１３との間に画成される。
【００１５】
　外容器５の小側壁１５は、使用者が内容器４を開口位置に摺動するために小側壁１５を
通して内容器４の小側壁９ｂに圧力をかけることを可能とすべく形成され且つ大きさが決
められた中央の孔を有する。
【００１６】
　図１～図３の実施形態におけるシガレット包装体１は直線的な摺動開口型である。すな
わち、内容器４は外容器５に対して開口位置と閉口位置との間を並進運動（すなわち、長
手の横縁と平行な方向に直線運動）で移動する。一方、図４～図７の実施形態におけるシ
ガレット包装体１は揺動開口型である。すなわち、内容器４は、開口位置と閉口位置との
間を、内容器４の底壁６を外容器５の底壁１２に接続するヒンジ１８回りの回転運動で外
容器５に対して移動する。言い換えれば、図４～図７のシガレット包装体１は、内容器４
がヒンジ１８で外容器５にヒンジ連結されている（すなわち接続されている）点について
図１～図３のシガレット包装体１とは異なり、図１～図３のシガレット包装体１の内容器
４は、内容器４と外容器５との間を接続せずに単純に外容器５の内側に挿入される。従っ
て、図４～図７の包装体１の容器４はヒンジ１８回りで容器５の内外に揺動し、一方、図
１～図３の包装体１の容器４は直線運動で容器５の内外に摺動する。
【００１７】
　図１～図７のシガレット包装体１は、広告または絵が印刷された単一シートまたは折畳
みシートの形態の長方形のクーポン１９を具備する。クーポン１９は、内容器４と外容器
５との間、より厳密に言えば内容器４の大側壁８と外容器５の大側壁１４との間に配設さ
れ且つ内容器４と一体である保留タブ１１ａによって内容器４上に保持される（すなわち
一体にされる）。更に具体的には、クーポン１９は保留タブ１１ａの下に挿入され、保留
タブ１１ａは、弾性変形によって内容器４の対応する大側壁８にクーポン１９を押さえ付
けて保持する。
【００１８】
　内容器４が閉口位置（図１、図４、図６）にあるとき、クーポン１９は内容器４の大側
壁８上にあり且つ内容器４と一緒に外容器５の内側に完全に挿入されるので外容器５の内
側に隠される（当然、図示されるように、クーポン１９は内容器４よりも少なくとも僅か
に狭い場合である）。内容器４が閉口位置（図１、図４、図６）から開口位置（図２、図
５、図７）に外容器５に対して摺動する（並進または回転する）とき、クーポン１９は保
留タブ１１aによって内容器４と一体に保持されるので内容器４と一緒に外容器５の外に
摺動する。内容器４が開口位置にあるとき、それ故にクーポン１９も外容器５から部分的
に排出され且つ使用者によって保留タブ１１aから容易に引き出されうる。しかしながら
、内容器４が開口位置にあるとき、使用者は必ずしもクーポン１９を除去する必要はない
。というのは、内容器４が閉口位置に押し戻される場合、クーポン１９は内容器４と一体
のままであり且つ内容器４と一緒に外容器５の内側に完全に挿入されるからである。
【００１９】
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　対応する保留タブ１７と係合することによって外容器５からの内容器４の分離を防ぐた
めの制限ストッパーとしての保留タブ１１ａの性能は、クーポン１９があることで少しも
損なわれないということに留意することが重要である。それどころか、クーポン１９が外
側に保留タブ１１ａを押すことによって、実際に、クーポン１９は、保留タブ１１ａによ
る保留タブ１７との係合を促進する。
【００２０】
　図示されない異なる実施形態において、シガレット包装体１は、内容器４の対向する両
側部上で内容器４と外容器５との間に配設され且つ保留タブ１１ａおよび１１ｂによって
内容器４と接触して保持される二つのクーポン１９を具備する。このことは、同様のまた
は異なる二つのクーポン１９を包含しうる完全に対称なシガレット包装体１を提供する。
【００２１】
　図１～図３のシガレット包装体１の容器４および５は、図８および図９に示されるよう
に、それぞれの公知のブランク２０および２１からそれぞれ形成される。それぞれのブラ
ンク２０、２１は、特に、容器４、５それぞれの対応する壁に関して、可能であれば上付
き文字を備えた同一の参照番号を用いて指し示される多数のパネルを具備する。
【００２２】
　図８を参照すると、ブランク２０は二つの縦の折り曲げ線２２と多数の横の折り曲げ線
２３とを有し、多数の横の折り曲げ線２３は、縦の折り曲げ線２２の間に、頂壁７の一部
を形成するパネル７’、一方の大側壁８を形成するパネル８’、底壁６を形成するパネル
６’、他方の大側壁８を形成するパネル８''、および頂壁７の残りを形成するパネル７''
を画成する。
【００２３】
　パネル８’は二つの側ウイング９’を有し、これら二つの側ウイング（wing）９’は、
小側壁９の各内側部分を形成し、パネル８’の互いに反対側に位置する両側部に配設され
且つ縦の折り曲げ線２２によってパネル８’と区分される。パネル８''は二つの側ウイン
グ９''を有し、これら二つの側ウイング９''は、小側壁９の各外側部分を形成し、パネル
８の対向する両側部に配設され且つ縦の折り曲げ線２２によってパネル８と区分される。
パネル８''の側ウイング９''は、それぞれ横の折り曲げ線２３によって側ウイング９''か
ら区分されたタブ（tab）２４を有し、且つ各保留タブ１１を画成する開口部が、各パネ
ル８’、８''に形成される。
【００２４】
　図９を参照すると、ブランク２１は２つの横の折り曲げ線２５と多数の縦の折り曲げ線
２６とを有し、これら縦の折り曲げ線２６は、横の折り曲げ線２５の間に、一方の大側壁
１４を形成するパネル１４’、小側壁１５を形成するパネル１５’、および他方の大側壁
１４を形成するパネル１４''を画成する。各パネル１４’、１４''は、パネル１５’とは
反対側に配設され且つ縦の折り曲げ線２６によってパネル１４’、１４''それぞれから区
分される保留タブ１７を有する。
【００２５】
　パネル１４’は二つの長方形の端ウイング１２’、１３’を有し、これら端ウイング１
２’、１３’は、パネル１４’の互いに反対側に位置する両端部に配設され、横の折り曲
げ線２５によってパネル１４’と区分され且つ壁１２および１３の各外側部分を形成する
。パネル１５’は二つの端ウイング１２''、１３''を有し、これら端ウイング１２''、１
３''は、パネル１５’の互いに反対側に位置する両端部に配設され、横の折り曲げ線２５
によってパネル１５’と区分され、丸まった外側の頂点を備えた三角形状であり、且つ壁
１２および１３の各内側部分を形成する。パネル１４''は二つの台形の端ウイング１２''
'、１３'''を有し、これら端ウイング１２'''、１３'''は、パネル１４''の互いに反対側
に位置する両端部に配設され、横の折り曲げ線２５によってパネル１４''と区分され且つ
壁１２および１３の各内側部分を形成する。端ウイング１２''と１２'''および端ウイン
グ１３''と１３'''は、外容器５の壁１２および１３を形成すべく端ウイング１２’およ
び１３’上に折り曲げられたときに重ならないように形成される。
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【００２６】
　図４～図７のシガレット包装体１の容器４および５は、図８および図９に示され且つ図
１～図３のシガレット包装体１の容器４および５を形成するのに使用されるブランク２０
および２１とほぼ等しいそれぞれの公知のブランクから形成される。
【００２７】
　シガレット包装体１にクーポン１９を取り付けることは極めて容易且つ安価である。
【００２８】
　シガレット包装体１にクーポン１９を取り付ける一つの態様が図１０～図１５に示され
且つブランク２０を折り曲げる前に内容器４のブランク２０にクーポン１９を取り付ける
ことを含む。更に具体的には、平らに広げられたブランク２０から始めて（図１０）、保
留タブ１１ａがブランク２０に対して所定の角度（例えば少なくとも３０°）で傾斜させ
られるように、折り曲げ装置２７が、保留タブ１１ａ（図１１）をブランク２０から離れ
るように持ち上げるべく、更に厳密に言えば大側壁８を形成するブランク２０のパネル８
’から離れるように持ち上げるべく、対応する縦の折り曲げ線２２に沿って保留タブ１１
ａを折り曲げる。例えば、折り曲げ装置２７は、（図１１に示されるように）圧縮された
空気ジェットを保留タブ１１ａ上に向けるブロワー（blower）、または保留タブ１１ａを
押し上げるべくブランク２０に対して垂直に移動するフィンガー（finger）を具備し得る
。保留タブ１１ａがブランク２０から離れるように持ち上げられると、クーポン１９は、
保留タブ１１ａの真下で且つ大側壁８を形成するパネル８’の上端の上に挿入される（図
１２および図１３）。ブランク２０のパネル８’から離して保留タブ１１ａを上向きに保
持するために、すなわちクーポン１９を挿入するときに保留タブ１１ａがブランク２０の
パネル８’と同一平面の位置に戻るのを防ぐために、好ましい実施形態は、保留タブ１１
ａを上向きに保持し且つクーポン１９の挿入を可能とすべくブランク２０から所定の距離
に配設されるサポート材２８を具備する。最後に、更なる折り曲げ装置２９が保留タブ１
１ａをパネル８’と実質的に同一平面の位置に戻すように下向きに（すなわち対応する縦
の折り曲げ線２２周りでブランク２０に向かって）折り曲げる（図１４および図１５）。
明らかに、保留タブ１１ａは、保留タブ１１ａの下に挿入されたクーポン１９によってパ
ネル８’に対して僅かに上げられたままである。
【００２９】
　クーポン１９をシガレット包装体１に取り付ける別の態様が図１６～図２１に示され、
この態様は、包まれた集合体２に沿って折り曲げられる前の平らなブランク２０に取り付
けるのとは対照的に、クーポン１９を内容器４に取り付けることを含む（すなわち、ブラ
ンク２０が包まれた集合体２周りに少なくとも部分的に折り曲げられた後のことである）
。言い換えれば、図１６～図２１に示されるように、ブランク２０が内容器４を形成すべ
く部分的に折り曲げられた後またはブランク２０が完全に折り曲げられて内容器４が完成
した後、クーポン１９は保留タブ１１ａの真下に挿入される。図１０～図１５の手順と図
１６～図２１の手順との間の唯一の差は、ブランク２０のパネル８’から離れるように（
すなわち、内容器４の大側壁８から離れるように）保留タブ１１ａを持ち上げるための折
り曲げ装置２７の構造である。図１７に示されるように、内容器４が保留タブ１１ａを下
から上げるのを妨げるので、折り曲げ装置２７は、保留タブ１１ａの真下に移動する楔材
（wedge）を具備しなければならない（典型的には、楔材は固定され且つ折り曲げスクリ
ュー（screw）を画成し、内容器４は楔材に対して徐々に動かされる）。
【００３０】
　図示される例において、サポート材２８は折り曲げ装置２７から分離且つ独立している
ことに留意することが重要である。代替的な実施形態において、サポート材２８は折り曲
げ装置２７の一部を形成しうる。更に、一旦クーポン１９が保留タブ１１ａの真下に挿入
されると、保留タブ１１ａはパネル８’と実質的に同一平面の位置に自然に戻りうるので
、折り曲げ装置２９は必要とされない場合がある。
【００３１】
　一旦クーポン１９が保留タブ１１ａの真下に挿入されると、後の作業（内容器４を形成
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容器５を形成するために、内容器４周りにブランク２０を折り曲げること）のために、保
留タブ１１ａによってクーポン１９に及ぼされる弾性的な圧力が外付けの他の安定化手段
を必要とすることなくクーポン１９を正確な位置に保つということに留意することが重要
である。
【００３２】
　記述されたシガレット包装体１は非常に多くの利点を有する。
【００３３】
　まず第１に、記述されたシガレット包装体１では、クーポン１９は、包装体が閉じてい
るときには隠れており、包装体がシールされないときには除去するのが容易であり、包装
体がシールされないときには必ずしも除去される必要はなく且つ使用者がそれを見ること
を決めるまではその元の位置に残されてもよく、また、除去されたとしても元の位置に戻
されてもよいので、その結果、使用者にクーポンを保管するのに便利で安全な場所が提供
される。
【００３４】
　第２に、記述されたシガレット包装体１にクーポン１９を取り付けることは極めて容易
であり、且つ保留タブ１１ａによってクーポン１９に及ぼされる弾性的な圧力は、外付け
の他の安定化手段を必要とすることなくクーポン１９を正確な位置に保つ。
【００３５】
　第３に、記述されたシガレット包装体１では、クーポン１９は内容器４の大側壁８とほ
ぼ同一の大きさにされうる。
【００３６】
　最後に、記述されたシガレット包装体１では、クーポン１９は包まれた集合体２とはし
っかりと分離しているので、その結果、クーポン１９の印刷の着色剤によるたばこの匂い
のあらゆる変化を防ぐ。
【００３７】
　非常に多くの利点を考慮すると、上述されたようなシガレット包装体１の構造は、包装
体１と実質的に同一な、シガレットのカートンの製造にも適用され、この場合、唯一の差
は、シガレットのカートンが、シガレットの集合体とは違い、シガレット包装体の集合体
を包含することである。
【符号の説明】
【００３８】
　２　　たばこ製品の集合体
　４　　内容器
　５　　外容器
　８　　内容器の大側壁
　１１　　内保留タブ
　１１ａ　　第一内保留タブ
　１４　　外容器の大側壁
　１７　　外保留タブ
　１９　　クーポン
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