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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つのベース部分（２；２´）と、
　蓋（３）と、
　蓋をベース部分に接続する蝶番と
　から成る箱（１）において、
　蝶番が、
　　ベース部分（２；２´）に固定されている第一要素（４；４´、４″）と、
　　蓋（３）に固定された第二要素（５；５´、５″）と
　を備え、
　前記第一要素及び第二要素の一方が複数のループ（１３）を有する要素であり、
　前記第一要素及び第二要素の他方が、前記複数のループを引っ掛けるように構成された
複数のフック（１４）を有する要素であり、
　前記ベース部分（２）が後面（６）と頂面（７）を有し、
　前記第一要素（４；４´；４″）が前記ベース部分の後面と頂面にかけて延び、
　前記蓋（３）が後面（２６）と底面（１０）を有し、
　前記第二要素（５；５´；５″）が前記蓋の後面と底面にかけて延びること
　ことを特徴とする箱。
【請求項２】
　ベース部分が頂面（７）を有すること、
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　ベース部分が少なくとも一つの第三要素（２０）を前記ベース部分の頂面に具備するこ
と、
　蓋が底面（１０）を有すること、及び
　蓋が少なくとも一つの第四要素（２１）を前記蓋の底面に具備し、第三要素及び第四要
素の一方がループ要素であり、他方がフック要素であり、第三要素及び第四要素が箱を閉
じた時に互いに引っ掛かるように配置されること
　を特徴とする請求項１に記載の箱。
【請求項３】
　ベース部分が底面（６６）を有すること、及び
　ベース部分が前記ベース部分の底面に、ループ要素またはフック要素によって構成され
る少なくとも一つの第五要素（４０）を具備すること
　を特徴とする請求項２に記載の箱。
【請求項４】
　第五要素が、第三要素と相互に補完し合う形式であり、
　第五要素（４０）がベース部分の底面に、前記底面の下に配置した別のベース部分（２
´)に位置する、少なくとも第三要素に引っ掛けできるような方法で、配置される
　ことを特徴とする請求項３に記載の箱。
【請求項５】
　ベース部分が底面（６６）を有すること、及び
　ベース部分が前記底面に少なくとも一つの第六要素（３０）を具備し、第六要素が前記
底面の下に配置した別のベース部分（２´）の第一要素（４）と接触するように構成され
ていること
　を特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の箱。
【請求項６】
　第一要素が、少なくとも二つの個別の部分（４；４″）から成ること
　を特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の箱。
【請求項７】
　前記ベース部分が、対向側面を有すること、及び
　前記第一要素の少なくとも二つの別個の部分が各々、ベース部分の対向側面に対して近
くに配置されること
　を特徴とする請求項６に記載の箱。
【請求項８】
　前記第一要素の少なくとも二つの別個の部分が、相互に補完し合う形式であること
　を特徴とする請求項６または７に記載の箱。
【請求項９】
　第二要素が、蓋に配置された二つの別個の部分（５´；５″）から成り、
　前記第一要素の少なくとも二つの別個の部分を各々引っ掛けること
　を特徴とする請求項６～８のいずれか一項に記載の箱。
【請求項１０】
　第一要素（４）が、ベース部分の頂面（７）にかけて延び且つ、均一でない幅を有した
少なくとも一つの部分（４ａ）を具備すること
　を特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の箱。
【請求項１１】
　前記少なくともひとつの部分（４ａ）が、ベース部分の後面（６）に近づくと大きくな
る幅を有すること
　を特徴とする請求項１０に記載の箱。
【請求項１２】
　第一要素（４）が、ベース部分の平らな表面に固定される部分（４ａ；４ｂ）から成る
こと
　を特徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載の箱。
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【請求項１３】
　蓋とベース部分の一方が、それに固定されたタブ（５３）を支持し、前記タブ（５３）
がループ要素またはフック要素から成ること、及び
　蓋とベース部分の他方が、前記タブに引っ掛かる固定部分（５１）を支持すること
　を特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記載の箱。
【請求項１４】
　第一要素（４´，４″）が、ベース部分の少なくとも側面上の一部分にかけて延びるこ
と
　を特徴とする請求項１～１３のいずれか一項に記載の箱。
【請求項１５】
　第二要素（５´，５″）が、蓋の少なくとも側面上の一部分にかけて延びること
　を特徴とする請求項１～１４のいずれか一項に記載の箱。
【請求項１６】
　ベース部分と蓋の各々は上から見ると輪郭が円形であること、
　第一要素がベース部分の円周の一部分にかけて延びること、及び
　第二要素が蓋の円周の一部分にかけて延びること
　を特徴とする請求項１～１５のいずれか一項に記載の箱。
【請求項１７】
　第一要素がベース部分の頂面、後面、そして複数の側面の少なくとも一つにかけて延び
ること
　を特徴とする請求項１～１６のいずれか一項に記載の箱。
【請求項１８】
　第一要素及び第二要素の少なくとも一つが、ベース部分または蓋の凹部（１２；１２´
；１２″）に部分的に固定されること
　を特徴とする請求項１～１７のいずれか一項に記載の箱。
【請求項１９】
　ベース部分または蓋の凹部に固定された、少なくとも一つのフック要素を具備すること
　を特徴とする請求項１８に記載の箱。
【請求項２０】
　ベース部分及び蓋の少なくとも一方が、突出部分（２６）を備え、
　ベース部分及び蓋の他方が、相補部分を備え、
　箱を閉じた時に、ベース部分に対して蓋を位置決めするように、前記突出部分（２６）
が、前記相補部分に嵌合するよう構成されていること
　を特徴とする請求項１～１９の何れか一項に記載の箱。
【請求項２１】
　ベース部分（２）が、突出部分を底面に具備し、
　二つのベース部分を互いに関連して配置するように、前記突出部分が、別のベース部分
（２´）の頂面の突出部分（３３）と嵌合するように構成されること
　を特徴とする請求項１～２０のいずれか一項に記載の箱。
【請求項２２】
　ベース部分が、少なくとも一つの物質（Ｐ）を入れるディッシュ（６１）を受容するハ
ウジング（６０）を具備すること
　を特徴とする請求項１～２１のいずれか一項に記載の箱。
【請求項２３】
　ベース部分が、フロック加工アプリケータとブラシの少なくとも一つを受容するハウジ
ングを具備する
　ことを特徴とする請求項１～２２のいずれか一項に記載の箱。
【請求項２４】
　前記ハウジングが、フックまたはループ要素（９０）を具備した底部を備えること
　を特徴とする請求項２２に記載の箱。
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【請求項２５】
　蓋の底面に鏡（６３）を具備すること
　を特徴とする請求項１～２４のいずれか一項に記載の箱。
【請求項２６】
　第一のベース部分（２）と重なる別のベース部分（２´）を具備すること
　を特徴とする請求項１～２５のいずれか一項に記載の箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、箱、特に限定しないが、アプリケータ及び／または化粧品を入れる箱に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　そのような箱は、一般的にベース部分と蝶番によってベース部分に接続される蓋を備え
、その蝶番が金属ピンを具備し得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、本発明の第一の概念として、蝶番がベース部分に固定された第一要素
と、蓋に固定された第二要素とから成り、第一要素と第二要素の一方が、ループ要素要素
で、他方がループ要素であることを特徴とする、新しい箱を有することである。ループと
フックは互いに共働するように構成されている。
【０００４】
　ループ及びフック要素は、特にストリップの形で登録商標Velcroとして販売されて、固
定手段として幅広く使用されており、フックは例えばプラスチック材料を成形することに
よって作られ、ループは編成または非編成繊維によって形成されている。フック及びルー
プは、引っ掛かるように互いに共働し、フックの少なくとも幾つかが、ループに嵌り合う
ようになっている。
【０００５】
　用語“フック”は、制限した意味と理解すべきでなく、それは二つのフックを有した端
部または一つの伸長ヘッドを覆っている。同じように、用語“ループ”は個々に解釈する
べきでなく、それは開いた或いは閉じたループをカバーしている。ゆえに第一及び第二要
素が、それら表面にわたって分配され、組み合わさった時に互いに機械的に嵌り合うのに
適した、相補タイプのフッキング手段を有する。
【０００６】
　本発明は、通常の蝶番のように金属ピンを使用する必要のではない蝶番を提供すること
ができる。
【０００７】
　また本発明は、必要に応じて蓋をベース部分から完全に分離できる箱を提供でき、例え
ば共通の蓋に関して複数のベース部分の使用を可能にし、その蓋は例えば、鏡を具備し得
、種々のベース部分が異なる色及び／または性質を有した物質、及び／または異なるアプ
リケータを入れることができる。
【０００８】
　唯一のベース部分は蓋と共に使用してもよいが、変形例で複数のベース部分を同じ蓋と
共に使用してもよく、複数のベース部分が重なり合うことが可能で、複数のベース部分の
少なくとも一つが、それの下に置かれた別のベース部分用の蓋として、役立つ。
【０００９】
　以下で用語“後”、“前”、“頂”、“底”は、閉じた状態の時の箱に関連しており、
蝶番が見る人から更に後方に配置され、箱は最初に、蓋を上方と後方へ傾けることによっ
て、開く。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　ベース部分が、後面及び頂面を有するので、第一要素が前記後面及び頂面にわたって延
び得る。蓋が後面及び底面を有するので、第二要素が前記後面および底面にわたって延び
得て、第一要素と共働するようになる。
【００１１】
　箱は、少なくとも一つの第三要素をそのベース部分の頂面に具備し得る。箱は第四要素
を蓋の底面に具備し、第三要素と第四要素の一方が、ループ要素であり得、他方がフック
要素であって、第三要素及び第四要素は、箱が閉鎖位置にある時、互いに引っ掛かるよう
に配置される。
【００１２】
　ベース部分が底面を有するので、箱は前記底面に少なくとも第五要素を具備し得、それ
はループ要素またはフック要素であり得る。
【００１３】
　特別な実施形態において、第五要素は第三要素に対する一種の相補部分であり、前記第
五要素は、ベース部分の底面上に配置され、前記底面の下に配置した下敷きベース部分に
ある、少なくとも一つの別の第三要素に引っ掛かることができるようになっている。ベー
ス部分の底面において、箱が少なくとも一つの第六要素を具備しており、第六要素が前記
底面の下に配置した下敷きベース部分の別の第一要素に引っ掛かるように、配置される。
これにより、ベース部分を互いに結合できる。
【００１４】
　第一要素は、少なくとも二つの別個の部分から成り得、それら二つの部分は特にベース
部分の向かい合った各側面の近くに配置される。二つの別個の部分は、同種のものである
か、相補的な種類のものでもよい。第二要素が、蓋に対応する方法で配置される、少なく
とも二つの別個の部分から成り得る。
【００１５】
　第一要素は、ベース部分の頂面にわたって延びる少なくとも一つの断片部分を有し得、
前記断片部分は不均一な幅をしており、特にその幅はベース部分の後面に近づくにつれ大
きく成り得る。好ましくはこれにより箱を簡単に開けることができる。
【００１６】
　第一要素は、実質的に平らな表面上に固定された断片部分を具備している。第一要素は
、平らな表面上、特に円筒表面上に固定された少なくとも一つの断片部分も具備し得る。
【００１７】
　蓋とベース部分の一方が、ループ要素またはフック要素を有したタブを具備し得、蓋と
ベース部分の他方が、前記タブに引っ掛かる部分を部分を具備し得る。
【００１８】
　第一要素は、ベース部分の少なくとも一方の側面の一部分にわたって延びてもよく、第
二要素は蓋の少なくとも一方の側面の一部分にわたって延びてもよい。これにより、箱を
開けた後に、蓋をベース部分の側部に組み合わせることができる。第一要素は同時に、ベ
ース部分の頂面、後面、及び少なくとも一方の側面にわたって延びてもよい。
【００１９】
　ベース部分及び蓋は各々、矩形の輪郭か、または特に上から見て円形の輪郭をし得、第
一及び第二要素が、ベース部分と蓋の周縁の断片部分にわたって延び得る。それらの断片
部分が、例えば周縁の少なくとも四分の一に相当し得る。
【００２０】
　第一要素と第二要素の少なくとも一つが、ベース部分または蓋の要素の凹部に、少なく
とも部分的に固定されてもよい。好ましくは、ベース部分または蓋の凹部に固定されたフ
ック要素であり、凹部の深さは、フックが凹部の外部にあまり突出しないように、確実で
充分なものにできる。
【００２１】
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　ベース部分は、その底面上に突出部分も具備し得、前記突出部分は別のベース部分頂面
上で突出部分と共働するように構成されており、前記別のベース部分を第一要素に関連し
て配置するようになっている。
【００２２】
　ベース部分は、少なくとも一つの物質、特にディッシュに入った物質を受け入れるハウ
ジングを、具備し得る。変形例では、加えてベース部分が少なくとも一つのアプリケータ
を受容するハウジングを具備し得る。前記ハウジングの底部は、アプリケータを保持する
ために構成されたフック要素またはループ要素を具備し得る。
【００２３】
　蓋が、特にその底面に鏡を具備してもよい。
【００２４】
　また本発明は、分離を考慮してベース部分または蓋を有する。
【００２５】
　そのようなベース部分またはそのような蓋は、例えば補充品、またはスペアの蓋にする
目的で、例えば例えば小型包装で別々に販売され得、既に蓋とベース部分からなる箱を所
有しているユーザーが、少なくとも一つの第二ベース部分を追加することができるように
なっている。
【００２６】
　フック要素またはループ要素が、箱の外面の一つにあることによって、好ましくは、箱
をハンドバッグまたは携帯用化粧品入れの中で持ち歩く間、そこに適切な固定手段を備え
ることによって、箱が動くいかなるリスクも減らすように利用できる。
【００２７】
　箱は、平らな形状でもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　本発明は、それを限定しない実施例の以下の詳細な記載を読み、添付図面を考察するこ
とで、よく理解できる。
【実施例１】
【００２９】
　図１に示されている箱１は、ベース部分２と、二つの要素４及び５から成る蝶番によっ
てベース部分２に蝶番結合された蓋３を備え、二つの要素は個別にベース部分２と蓋３に
固定されている。
【００３０】
　特に図２で見られるように、第一要素４がベース部分２の後面６と頂面６にかけて延び
ており、第二要素５が後面８、頂面そして蓋の底面１０にかけて延びている。
【００３１】
　本発明に関して、要素４及び５の一方がフック１４を有する要素であり、他方がループ
１３を有する要素である。記載の例において、それはフック要素である第一要素４とルー
プ要素である第二要素５であるが、その逆の状態も本発明の範囲内であり得る。
【００３２】
　フック及びループ要素が、例えば別種のVelcro（登録商標）ストリップの一部品として
、個々にベース部分２と蓋３に貼り付けられる。フック要素及びル－プ要素は、何らかの
方法、例えば加熱シールまたは特にスナップ固定によって、ベース部分と蓋に固定され得
る。
【００３３】
　記載の例において、第一要素４の断片部分４ａが、ベース部分２の頂面７にわたって延
びて、後側の長さの実質的に三分の一にかけて中心で延びる凹部１２に配置されている。
【００３４】
　蓋の頂面９と底面１０にかけて個々に延びる、第二要素５の断片部分５ａ及び５ｃが、
そこの凹部に配置されるようになっており、断片部分５ｃを受ける凹部１５だけが、図１
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に見られる。
【００３５】
　第二要素５は、第一要素４と実質的に同じ幅を有しており、二つの要素４及び５は箱が
開いている間、共働できるように、ベース部分２に固定された蓋３を保持して、それに関
して蓋を後方へ回動できる。
【００３６】
　任意に、蓋３を充分な牽引力を加えて、ベース部分から分離してもよい。
【００３７】
　記載の例において、ベース部分２にある少なくとも一つの第三要素２０、特に二つの第
三要素２０と、蓋３に固定された少なくとも一つの第四要素２１、特に二つの第四要素２
１との間を、共働することによって、箱１を閉じた位置に保持し得る。
【００３８】
　示されている例において、要素２０がフック要素であり、要素２１がループ要素である
が、逆の形態も本発明の範囲内で適用できる。
【００３９】
　記載の例において、各要素２０がベース部分２の前方コーナーを占めており、上から見
ると一般的な三角の形をしている。要素２１が蓋の前方コーナーに配置され、箱を閉じた
時、要素２０に引っ掛かるようになっている。
【００４０】
　箱を閉じた時に蓋３をベース部分２に関して位置決めする手段が、備えられている。
【００４１】
　記載の例において、それらの手段は第一に、ハウジング３３を画定するためにベース部
分２に形成されたステップ２４を備え、そのステップ２４は実質的に、例えばベース部分
２を上から見た時、輪郭が四角形であり、また蓋３に形成された対応するリブ２６を備え
、箱１を閉じた時、リブ２６がステップ２４の内側で嵌まり合うように配置されている。
【００４２】
　ステップ２４は図２に示されているように直角な側方部を有するか、または変形例で、
それは図１５に示されているように面取り部分を有してもよい。
【００４３】
　図１及び図２の例において、箱１は単一のベース部分２を単に有しているが、本発明の
範囲内で、複数のベース部分から成る箱、例えば図４に示されているように、二つを重ね
合わせたベース部分２及び２´から成る箱を作ることは可能である。
【００４４】
　ベース部分２及び２´は、例えばループ要素である第五要素３０をベース部分２の底面
２６に備えることによって互いに固定でき、第五要素はベース部分２´の第一要素４の断
片部分４ａに引っ掛けることができるように配置され、ベース部分２´は図５で見られる
ように、ベース２と一致し得る。
【００４５】
　ベース部分２は、ハウジング３３に嵌め合わせるため底面６６に配置された突出部分３
２を有し得、確実にベース部分２とベース部分２´を常に同じ方法で互いに位置決めする
。各ベース部分２または２´が有利にはその底面６６に、第五要素３０だけでなく第六要
素４０、例えば二つの第六要素４０を具備しており、図３のように、直ぐ下に配置された
ベース部分２´の要素２０に引っ掛かるように配置されている。
【００４６】
　好ましくは、留め金５０が箱１の前側に備えられ得て、留め金は例えばベース部分２の
前面５２にある固定部分５１と、蓋３の前面５５に頂端部５４を介して固定された可撓性
タブ５３とから成り、箱を閉じた時、可撓性タブが固定部分５１に重なって、引っ掛かる
のに適した底端部５６を有している。留め金の部分５１及び５３が、例えばVelcro（登録
商標）のストリップを利用して作られている。
【００４７】
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　図１～図６の例に置いて、ベース部分２がディッシュ６１、例えば物質Ｐ例えばファウ
ンデーションメイクアップを入れる、金属ディッシュを受容するハウジング６０を有し、
蓋３がその底面に鏡６３を有する。
【００４８】
　蓋３に鏡を設けないで、例えば物質を入れたディッシュではなく、ブラシまたはフロッ
ク加工アプリケータのような付属品を受容するために、何らかの別の方法で配置されたハ
ウジング、または特に種々の物質及び／またはアプリケータを入れる複数のハウジングを
、ベース部分２に有し、それらのハウジングが様々な形状をし得ることは、本発明の範囲
内である。
【００４９】
　図１６は、フックまたはループ要素９を、アプリケータを受容するハウジングの底部に
配置可能であることを示しており、その要素がアプリケータに引っ掛かるように作用し；
アプリケータはそれ自体、要素９０に引っ掛かることができる、ループまたはフックを有
するアプリケータ要素を備え得る。変形例において、要素９０に対して相補的な種類の要
素をアプリケータ、例えばそのハンドルに配置してもよい。
【００５０】
　箱は、例えば図１７に示された対応するハウジング８１にスナップ固定するように構成
された、タブ８０から成る別の留め金を利用して作られてもよい。
【００５１】
　蓋３をベース部分２に接続する蝶番が、図１～図６に示されたものとは異なる作りをし
てもよい。
【００５２】
　第一及び第二要素４及び５は、例えば図１８に示されているように、実質的にベース部
分２と蓋３の後側の全幅にかけて延び得る。
【００５３】
　第一及び第二要素は、各々二つの部分から成り得る。
【００５４】
　図示の例として、図７はベース部分２の後面６を示しており、この図面において、第一
要素が例えばベース部分の側面の近くに配置された二つの部分４´及び４″から成ってい
るのが見ることができる。
【００５５】
　記載された例において、部分４´及び４″がベース部分の個々の凹部１２´及び１２″
で受容され、その凹部は、要素のループまたはフック、特に図７におけるループが、接続
される裏部分の厚さに実質的に相当する深さがある。
【００５６】
　ベース部分２の後面６が、外側に凸形をした形状で作られてもよく、特にそれは、半円
筒形の形をした湾曲表面７１を画定するリブ７０を支持し、そこに第一要素４が固定され
ている。
【００５７】
　第一及び第二蝶番要素の少なくとも一つが、幅を変えてもよい。例えば図９が、後面６
に近づくにつれ幅を大きくし、例えば箱を簡単に開けられるようにした第一要素４を具備
するベース部分２を示している。要素４の断片部分４ａは、実質的に外観が台形で、対応
した形状のハウジング１２に受容され得る。
【００５８】
　第一要素が、二つの部分４´及び４″として作られる時と、また第二要素が二つの対応
する部分５´及び５″から成る時、前記部分の各々がベース部分と蓋３の後面と、ベース
部分２の頂面と、蓋３の底面にかけてだけでなく、図１０に示したように、ベース部分２
と蓋３の側面にかけても延びて、例えば箱を開けた後、ベース２と蓋３を隣り合わせて組
み立てることを可能にしている。
【００５９】
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　ベース部分を別のベース部分と、または蓋と組み合わせるために利用されるループとフ
ック要素が、少なくとも二方向で図１１に示されているように、別個にされる。
【００６０】
　ベース部分と蓋が一般的に、矩形の平行六面体の形をする必要はなく、例えばそれらは
箱を上から見た時に、曲線状、特に図１２に示されているように、楕円形または円形の輪
郭を有した形状をし得る。
【００６１】
　図面上で、例えば第一要素４がベース部分２の円周の半分にかけて延び、第二要素５が
蓋３の円周の半分にかけて延びることができる。
【００６２】
　第一要素と第二要素の移動は、それらを互いに正接して引っ掛けできる。
【００６３】
　図１０の例において、部分４´及び４″の両方がループ部分であり、部分５´及び５″
がフック部分である。その変形例では、部分４´及び４″の両方がフック部分であり、部
分５´及び５″の両方がループ部分である。更に、部分４´の一つがループ部分であり得
、別の部分４″がフック部分であり得、複数のベース部分を図１３に示されているように
、互いに隣り合って組み合わせできるか、または二つのベース部分２及び２´を図１４に
示しているように、一方と他方を整列して配置できる。
【００６４】
　図１９は、最初に組み立てる間、どのようにして蓋３をベース部分２に配置することが
可能かを示している。前縁部を互いに接触させることができ、蓋のリブ２６がステップ２
４に対して当接し、蓋を矢印の方向に回動できる。
【００６５】
　第一要素及び第二要素の少なくとも一つが、箱の対応部分に関して可動であり得る。
【００６６】
　ゆえに例えば、第一要素が図２０に示されているように、ベース部分２に関して可動で
あり得る。
【００６７】
　図２０において、ローラー９５に固定されている第一要素４が、二つのラグ９６の間に
延び且つベース部分を後方へ延ばすピン（図示せず）によって、ベース部分に蝶番結合さ
れている。
【００６８】
　勿論、本発明は上記の実施例に限定されるものではなく、記載された種々の実施例の特
徴を互いに組み合わせることも可能である。
【００６９】
　特許請求の範囲を含む記載を通して、用語“から成る（comprising a）”はそうでない
と明記しない限り、“少なくとも一つから成る（comprising at least）”と理解すべき
である。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明により作られた箱の一例の概略的な斜視図。
【図２】図１のII-II線における概略的且つ部分的な断面図。
【図３】図１の矢印IIIの沿って見た下面図。
【図４】第二ベース部分が第一ベース部分の下にある、閉じた図１の箱。
【図５】図４の箱の様々なベース部分における後部分の間の接続部を示した概略図。
【図６】どのようにして見える留め金を備えて箱を作ることができるか示した図。
【図７】二つの部分で作られた蝶番要素。
【図８】ベース部分の後部の別の実施例。
【図９】どのようにして幅が変化する蝶番要素を作ることができるか示した図。
【図１０】箱を作る別の方法を示した詳細な概略図。



(10) JP 4248419 B2 2009.4.2

10

20

30

40

50

【図１１】ベース部分または蓋の少なくとも三つの面にループ要素またはフック要素を有
する一つの方法。
【図１２】箱の別の変形実施例。
【図１３】別の変形実施例においてどのようにして二つのベース部分が横方向または縦方
向に掛かり合うか示した図解。
【図１４】別の変形実施例においてどのようにして二つのベース部分が横方向または縦方
向に掛かり合うか示した図解。
【図１５】どのようにして凹部２４が面取り部分で作ることができるかを示した図。
【図１６】どのようにしてループ要素またはフック要素がアプリケータを受けるハウジン
グの底に備えられるか示した図。
【図１７】留め金の別の実施例を示した概略的な斜視図。
【図１８】箱の別の実施例を示す概略図であり蝶番がベース部分と蓋の全幅にかけて延び
る。
【図１９】箱を最初に組み立てる際にベース部分に蓋を配置する一つの方法。
【図２０】どのようにして第一要素と第二要素を可動に作ることができるかを示した図。
【符号の説明】
【００７１】
１　　箱
２　　ベース部分
２´　ベース部分
３　　蓋
４　　第一要素
４ａ　断片部分
４´　部分、第一要素
４″　部分、第一要素
５　　第二要素
５ａ　断片部分
５ｃ　断片部分
５´　部分、第二要素
５″　部分、第二要素
６　　後面
７　　頂面
８　　後面
９　　頂面
１０　底面
１２　凹部
１２´凹部
１２″凹部
１３　ループ
１４　フック
２０　第三部分
２１　第四要素
２４　ステップ
２６　リブ
３０　第六要素
３２　突出部分
３３　突出部分
４０　第五要素
５０　留金
５１　固定部分
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５２　前面
５３　可撓性タブ
５４　頂端部
５５　前面
５６　底端部
６０　ハウジング
６１　ディッシュ
６３　鏡
６６　底面
７０　リブ
７１　湾曲表面
８０　タブ
８１　ハウジング
９０　要素
９５　ローラー
９６　ラグ
Ｐ　　物質

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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