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(57)【要約】
　多目的シェービング装置が、細長いハンドルと、交換
可能な剃刀カートリッジと、トリマヘッドとを含む。上
記細長いハンドルは、該ハンドル内に少なくとも部分的
に設置された動力モータを有する。上記剃刀カートリッ
ジは、尖った刃先を有する少なくとも１枚の細長い刃を
有し、上記ハンドルに取り外し可能に装着することがで
きる。上記トリマヘッドは、少なくとも１枚の固定刃と
、１枚の可動刃を有し、剃刀カートリッジがハンドルに
装着されていないときにも、上記ハンドルに取り外し可
能に装着することができる。トリマヘッドはまた、該ト
リマヘッドから延びる突起も含む。トリマ使用中、モー
タが（起動時に）突起と接触することにより、このモー
タが突起を往復運動させ、結果的に、固定刃に対して可
動刃を動かすことによって、ユーザは毛髪をトリミング
できるようになる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のコネクタを有する細長いハンドルと、
　前記ハンドル内に少なくとも部分的に配置された動力モータと、
　尖った刃先を持った少なくとも１つの細長い刃を有する剃刀カートリッジと、
を備え、
　前記剃刀カートリッジはまた、前記ハンドルの前記第１のコネクタと補完関係にある第
２のコネクタを有し、該第２のコネクタは、ユーザが前記剃刀カートリッジを前記ハンド
ルの前記第１のコネクタに取り外し可能に装着できるようにされており、
　少なくとも第１のトリム刃と、第２のトリム刃と、前記ハンドルの前記第１のコネクタ
と補完関係にある第３のコネクタとを有するトリマヘッドが備えられており、
　前記第３のコネクタは、前記剃刀カートリッジが前記ハンドルに装着されていないとき
に、前記ユーザが前記トリマヘッドを前記ハンドルの前記第１のコネクタに取り外し可能
に装着できるようにし、前記モータは、前記トリマヘッドが前記ハンドルに装着されてい
るときに、前記トリマヘッドと動作可能に結合されることにより、前記モータが選択的に
作動しているときに、前記モータが、前記第１及び第２のトリム刃の少なくとも一方を、
該第１及び第２のトリム刃の他方に対して往復運動させる、
ことを特徴とする多目的シェービング装置。
【請求項２】
　前記モータは、前記ハンドル内に存在する電池で動く電気モータであることを特徴とす
る請求項１に記載の多目的シェービング装置。
【請求項３】
　前記第２のコネクタは、前記剃刀カートリッジが、使用中に前記ハンドルに対して回動
できるようにすることを特徴とする請求項１に記載の多目的シェービング装置。
【請求項４】
　前記トリマヘッドは、前記トリマヘッドが、使用中に前記ハンドルに対して回動しない
ようにする止め具を含むことを特徴とする請求項１に記載の多目的シェービング装置。
【請求項５】
　前記第１のトリム刃は固定刃であり、前記第２のトリム刃は可動トリム刃であることを
特徴とする請求項１に記載の多目的シェービング装置。
【請求項６】
　前記トリマヘッドの前記固定刃と前記可動刃の両方は、使用中に前記可動刃が前後に往
復運動されたときに、毛髪をトリミングするように動作可能な歯状突起を有することを特
徴とする請求項５に記載の多目的シェービング装置。
【請求項７】
　前記第１及び第２のトリム刃は、前記第１のトリム刃が前記第２のトリム刃に対して動
くときに、毛髪をトリミングするように動作可能な歯状突起を各々が備えることを特徴と
する請求項１に記載の多目的シェービング装置。
【請求項８】
　前記トリマヘッドは、前記モータと接触する突起をさらに備え、それにより、前記モー
タが前記突起を往復運動させ、前記第１及び第２のトリム刃の少なくとも一方を動かすよ
うにすることを特徴とする請求項１に記載の多目的シェービング装置。
【請求項９】
　前記第１のコネクタは、前記細長いハンドルの一方の端部に位置することを特徴とする
請求項８に記載の多目的シェービング装置。
【請求項１０】
　前記第１のコネクタは一対のアームを備え、前記第２及び第３のコネクタの各々は、前
記一対のアームを協働関係で受け入れてシェルベアリング結合を形成する一対のスロット
を備えることを特徴とする請求項１に記載の多目的シェービング装置。
【請求項１１】
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　前記剃刀カートリッジは複数の細長い刃を備えることを特徴とする請求項１に記載の多
目的シェービング装置。
【請求項１２】
　前記剃刀カートリッジは、さらに、キャップ内にガードを備え、前記少なくとも１つの
細長い刃は、前記ガードと前記キャップとの間に位置することを特徴とする請求項１に記
載の多目的シェービング装置。
【請求項１３】
　第１の接続手段を有する細長いハンドルと、
　前記ハンドル内に少なくとも部分的に配置された動力モータと、
　尖った刃先を持った少なくとも１つの細長い刃を有する剃刀カートリッジと、
を備え、
　前記剃刀カートリッジはまた、前記ハンドルの前記第１の接続手段と補完関係にある第
２の接続手段を有し、該第２の接続手段は、ユーザが前記剃刀カートリッジを前記ハンド
ルの前記第１の接続手段に取り外し可能に装着できるようにし、
　少なくとも１枚の固定刃と、１枚の可動刃と、前記ハンドルの前記第１の接続手段と補
完関係にある第３の接続手段とを有するトリマヘッドが備えられ、
　前記第３の接続手段は、前記剃刀カートリッジが前記ハンドルに装着されていないとき
に、前記ユーザが前記トリマヘッドを前記ハンドルの前記第１の接続手段に取り外し可能
に装着できるようにし、前記トリマヘッドはまた、該トリマヘッドから延びる突起を含み
、
　前記モータが前記突起に接触することにより、前記モータが選択的に作動しているとき
に、前記モータが前記突起を動かし、それによって、前記可動刃を前記固定刃に対して動
かす、
ことを特徴とする多目的シェービング装置。
【請求項１４】
　前記モータは、前記ハンドル内に存在する電池で動くことを特徴とする請求項１に記載
の多目的シェービング装置。
【請求項１５】
　前記第２の接続手段は、前記剃刀カートリッジが、使用中に前記ハンドルに対して回動
できるようにすることを特徴とする請求項１に記載の多目的シェービング装置。
【請求項１６】
　前記トリマヘッドは、前記トリマヘッドが、使用中に前記ハンドルに対して回動しない
ようにする止め具を含むことを特徴とする請求項１に記載の多目的シェービング装置。
【請求項１７】
　前記トリマヘッドの前記固定刃と前記可動刃の両方は、使用中に前記可動刃が前後に往
復運動されたときに、毛髪をトリミングするように動作可能な歯状突起を有することを特
徴とする請求項１に記載の多目的シェービング装置。
【請求項１８】
　前記第１の接続手段は、前記細長いハンドルの一方の端部に位置することを特徴とする
請求項１３に記載の多目的シェービング装置。
【請求項１９】
　前記第１の接続手段は一対のアームを備え、前記第２及び第３の接続手段の各々は、前
記一対のアームを協働関係で受け入れてシェルベアリング結合を形成する一対のスロット
を備えることを特徴とする請求項１３に記載の多目的シェービング装置。
【請求項２０】
　前記剃刀カートリッジは複数の細長い刃を備えることを特徴とする請求項１に記載の多
目的シェービング装置。
【請求項２１】
　前記剃刀カートリッジは、さらに、キャップ内にガードを備え、前記少なくとも１つの
細長い刃は、前記ガードと前記キャップとの間に位置することを特徴とする請求項１に記
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載の多目的シェービング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願との相互参照〕
　本願は、２００６年１月５日に出願された「多目的シェービング装置」と題する米国仮
出願特許第６０／７５６，９１８号の利益を主張するものであり、該特許は、引用により
本明細書に組み入れられる。
【０００２】
　本発明は、一般的にはシェービング装置に関し、特に、交換可能な剃刀カートリッジ及
びトリマヘッドを使用するシェービング装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　一般に、湿式シェービング剃刀としても知られている従来技術のシェービング装置のほ
とんどは、剃刀カートリッジとハンドルとを含むものである。剃刀カートリッジは、典型
的には、ガードバーの後方かつキャップの前方に配置された少なくとも１枚の刃を含む。
剃刀カートリッジは、使用中に中立位置と回転された位置との間でハンドルに対して回動
できるようにハンドルに装着される。
【０００４】
　上述の従来技術の刃は、表面の短い毛、又は無精ひげを表面から剃る場合にはきわめて
実用的である。しかしながら、これらの刃は、（口ひげ、ヤギひげ、もみあげ、及び／又
は体毛などの）長い毛を維持し、整え、及び／又はトリミングする場合にはそれほど実用
的ではない。このような用途に対して特定の実用性を有する装置として、トリマのような
、湿式シェービング剃刀以外の様々なタイプのシェービング装置が知られている。トリマ
は、通常は、互いに連動して動く２枚の隣接する刃を利用することにより動作する。１枚
の刃が、モータにより前後に往復運動を行い、もう一方の刃が固定された状態を保持する
。個々の刃は連なった歯状突起を有しており、モータのスイッチが入ると、それらの歯状
突起が動作して、動く刃の歯状突起が固定された刃の歯状突起を通過するときに、ハサミ
と同じ方法で毛髪を切断する。
【０００５】
　湿式シェービング剃刀とトリマとを組み合わせた装置がいくつか開示されている。これ
らの装置に含まれるトリマは、通常は、ハンドルに恒久的に装着され、使用位置と非使用
位置との間で動かすことが可能である。しかしながら、従来技術の装置の各々には、固有
の難点がある。例えば、実施形態によっては、トリマ使用時に、ハンドルを上下逆さまに
、又は後面向きに把持するようにユーザに求めるものもある。別の実施形態では、トリマ
がハンドルの不安定な位置に恒久的に設置されており、この場合、シェービング装置の保
管時に、又は運搬時に、トリマをうっかり壊してしまう場合もある。さらに別の実施形態
では、非常に大きな及び／又はバランスの悪いハンドルを必要とするものもある。
【０００６】
【特許文献１】米国仮出願特許第６０／７５６，９１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、上記に基づいて、従来技術に関連する前述の問題及び難点を解決する剃刀カー
トリッジ及びシェービング装置の提供が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の１つの側面によれば、多目的シェービング装置が、細長いハンドル、及び交換
可能な剃刀カートリッジとトリマヘッドとを含む。この細長いハンドルは、第１のコネク
タと、ハンドル内に少なくとも部分的に配置された動力モータとを有する。剃刀カートリ
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ッジは、尖った刃先を有する少なくとも１つの細長い刃と、上記ハンドルの第１のコネク
タと補完関係にある第２のコネクタとを有する。この第２のコネクタにより、ユーザは、
剃刀カートリッジをハンドルに取り外し可能に装着できるようになる。トリマヘッドは、
少なくとも１枚の固定刃と、１枚の可動刃と、ハンドルの第１のコネクタと補完関係にあ
る第３のコネクタとを有する。この第３のコネクタにより、ユーザは、剃刀カートリッジ
がハンドルに装着されていないときに、トリマヘッドをハンドルに取り外し可能に装着で
きるようになる。トリマヘッドは、このトリマヘッドから延びる突起を含む。トリマの使
用中に、モータが（起動時に）突起と接触することにより、このモータが突起を往復運動
させ、それによって、固定刃に対して可動刃を動かすことになる。この２枚の刃の相対運
動により、ユーザは、所望の毛髪をトリミングできるようになる。
【０００９】
　本発明の別の側面によれば、剃刀カートリッジが第１のコネクタに装着された場合、該
カートリッジはハンドルに対して回動可能となる。
【００１０】
　本発明のさらに別の側面によれば、トリマカートリッジが第１のコネクタに装着された
場合、該カートリッジはハンドルに対して回動不能となる。
【００１１】
　本発明のさらに別の側面によれば、トリマヘッドの刃の各々は、一連の歯状突起を含む
。
【００１２】
　当業者には、少なくとも上記概要、添付図面、及び発明の詳細な説明に照らして本発明
の利点が明らかとなるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１～図５を参照してわかるように、本発明の多目的シェービング装置１０は、ハンド
ル１２、剃刀カートリッジ１４、及びトリマヘッド１６を含む。剃刀カートリッジ１４と
トリマヘッド１６とは、別々の時点において、取り外し可能にハンドル１２に装着するこ
とができる。ユーザは、剃刀カートリッジ１４を取り外し可能にハンドル１２に装着する
ことにより、本発明の多目的シェービング装置１０を湿式シェービング剃刀（図１を参照
のこと）として利用するか、或いは、剃刀カートリッジ１４を取り外し、トリマヘッド１
６を取り外し可能にハンドル１２に装着することにより、電動トリマ（図２を参照のこと
）として利用することができる。
【００１４】
　ここで図１及び図５を参照すると、ハンドル１２は細長い形状をしており、好適には、
ユーザが、多くの好適な使い方のうちの任意の１つで容易に取り扱いできるように人間工
学に適って成形されていることが望ましい。電動モータ１８は、ハンドル１２の中に少な
くとも部分的に配置される。１つの実施形態では、ハンドル１２は、モータ１８にＤＣ電
力を供給するのに用いる電池２２を収納できる大きさの空間２０も含む。開示する実施形
態では、空間２０はキャップ２４を有することができ、それにより、電池２２を選択的に
交換できるようになる。或いは、空間２０を閉鎖して、電池２２が切れた時点でハンドル
１２を交換するように意図してもよい。しかしながら、本発明はＤＣ電池に限定されるも
のであると考えるべきではない。本発明のモータ１８には、ＤＣ電力を供給するコンセン
トに接続されるようになっている電源コード（図示せず）の利用を介した手段のような任
意の手段により電源を供給することが可能である。スイッチ２６により、モータ１８を選
択的にオン又はオフにすることができる。本発明は、（押しボタンスイッチ、トグルスイ
ッチ、スライドスイッチなどの）公知のタイプのスイッチ２６のうちの任意の１つを利用
することができる。
【００１５】
　ハンドル１２は、ハンドル１２の一方の端部に在る第１のコネクタ２８も含む。この第
１のコネクタ２８は、任意の好適な接続手段を含むことができる。１つの実施形態によれ
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ば、第１のコネクタ２８は、外向きの突起部を有する一対のアーム３０を含み、この突起
部が、剃刀カートリッジ１４及びトリマヘッド１６に在る補完的な第２、第３のコネクタ
３２、３４とそれぞれ接続する（この両方のコネクタについては以下に解説する）。１つ
の実施形態によれば、第２コネクタ３２及び第３のコネクタ３４は、アーム３０の外向き
の突起部を受け入れる一対のスロットを各々含み、シェルベアリングタイプの結合システ
ムを形成することができる。しかしながら、第１のコネクタ２８と、第２コネクタ３２及
び第３のコネクタ３４とを、上記のタイプに限定されるものであると考えるべきではなく
、これらのコネクタは、当業者にとって公知の任意の好適なタイプであってもよい。
【００１６】
　剃刀カートリッジ１４は、尖った刃先３８を有する少なくとも１つの細長い刃３６を含
む。１つの実施形態では、剃刀カートリッジ１４は、カートリッジ１４のハウジングに装
着された複数の平行な細長い刃３６を含む。図示の実施形態では、剃刀カートリッジ１４
は４枚の平行な細長い刃３６を有する。剃刀カートリッジ１４は、細長い刃３６の前方に
在るガード５０と、細長い刃３６の後方に在るキャップ５２とを含む。キャップ５２は潤
滑ストリップ５４を含むことができる。
【００１７】
　剃刀カートリッジ１４はまた、ユーザが剃刀カートリッジ１４を取り外し可能にハンド
ル１２に装着するのを可能にする第２のコネクタ３２も含む。第１のコネクタ２８と嵌合
関係で、かつ解除可能に係合するコネクタとして、任意の好適な接続手段を用いることが
できる。好ましい実施形態では、第２のコネクタ３２は、上述した第１のコネクタ２８の
シェルベアリングアーム３０と補完関係にあり、それにより、剃刀カートリッジ１４は、
接続時にハンドル１２に対して回動可能となるが、第２のコネクタ３２を上記のタイプに
限定されると考えるべきではなく、この第２のコネクタ３２は、当業者にとって公知の任
意の好適なタイプであってもよい。例えば、実施形態によっては、剃刀カートリッジ１４
はハンドル１２に対して回動可能でないことが望ましい場合もある。
【００１８】
　１つの実施形態によれば、トリマヘッド１６は、１枚の固定トリム刃４０と１枚の可動
トリム刃４２とを含む。別の実施形態によれば、トリム刃４０と４２のいずれか又は両方
を可動的に動作させることにより、刃４０が刃４２に対して相対的に動くようにすること
ができる。２枚のトリム刃４０と４２とは、互いに隣接して位置すると共に、各々が尖っ
た歯状突起４４を含み、この歯状突起４４がハサミ作用により毛髪をトリミングすること
ができるようになる。このハサミ作用は、可動刃４２の歯状突起４４が、固定刃４０の歯
状突起４４に対して相対的に前後に往復運動を行う際に生じる。図２及び図４に示したト
リマヘッド１６は単なる例示にすぎない。歯状突起４４の個数及び大きさは、例えば、ハ
ンドル１２内に位置するモータ１８の動力を含むいくつかの要因に大きく依存して変える
ことができる。
【００１９】
　トリマヘッド１６は突起４６をさらに含む。突起４６は、図４に示すようにトリマヘッ
ド１６から延び、図２に示すようにハンドル１２により受け入れられる。トリマヘッド１
６の使用中、突起４６はモータ１８と接触する。突起４６は、単一の丸くなった先端４８
を有するように示しているが、この突起４６は、任意の好適な形状及び大きさであってよ
い。例えば、図示してはいないが、ユーザがトリマヘッド１６をハンドル１２に正しい向
きにきちんと装着するのを補助するために、突起４６は、複数の先端を有するか、及び／
又は非対称であってもよい。トリマヘッド１６の使用中、モータ１８が（起動時に）突起
４６を前後に往復運動させる。次いで、突起４６は可動刃４０を同様の方法で動かし、毛
髪のトリミングに必要なハサミ作用を生じさせる。
【００２０】
　或いは、図示してはいないが、突起４６をモータ１８に結合して、ハンドル１２から延
びるようにしてもよい。この実施形態では、突起４６は、トリマヘッド１６がハンドル１
２に装着されたときにトリマヘッド１６と接触する位置になるように、第１のコネクタ２
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８のすぐ近くの位置に配置される。突起４６は、任意の好適な形状又は大きさであっても
よいが、この突起４６は、上記の例の形でハンドル１２に装着されるので、突起４６は、
シェービング装置１０が湿式シェービング剃刀として利用されるときに、剃刀カートリッ
ジ１４の回動アクションを妨げない大きさ及び形状であることが望ましい。
【００２１】
　トリマヘッド１６は第３のコネクタ３４をさらに含み、この第３のコネクタ３４は、第
１のコネクタ２８と嵌合関係で、かつ解除可能に係合するための好適な接続手段とするこ
とができる。第３のコネクタ３４は第１のコネクタ２８と補完関係にあり、剃刀カートリ
ッジ１４が所定位置にない場合、ユーザがトリマヘッド１６を取り外し可能にハンドル１
２に接続するのを可能にするものである。１つの実施形態では、第３のコネクタ３４は、
上述した第１のコネクタのシェルベアリングアーム３０と補完関係にある。しかしながら
、第３のコネクタ３４を上記のタイプに限定されるものであると考えるべきではなく、こ
の第３のコネクタ３４は、第１のコネクタ２８と補完関係にある任意の好適なタイプのコ
ネクタとすることができる。１つの実施形態では、トリマヘッド１６はハンドル１２に対
して回動可能ではない。通常、ハンドル１２の中へ（又はハンドル１２の中から）延びる
突起４６は、使用中に、トリマヘッド１６がハンドル１２に対して回動しないようにする
のに十分なものである。しかしながら、トリマヘッド１６は、トリマの回動を防ぐ止め具
（図示せず）をオプションとして含むことができる。この止め具は、使用中における突起
４６の歪みを緩和すると共に、突起４６の破損を防ぐ助けにもなり得るものである。
【００２２】
　さらに、トリマヘッド１６のトリム刃４０及び４２は、使用中におけるトリマヘッド１
６の刃４０及び４２の所望の方向に対応して、ハンドル１２に対して任意の角度に向ける
ことができる。図２、図４及び図５に描かれたトリマヘッド１６は、図示した特定のハン
ドル１２と共に使用するのに好適な１つの角度を例示したものであるにすぎない。
【００２３】
　通常の使用中、ユーザは、剃刀カートリッジ１４の第２のコネクタ３２をハンドル１２
の第１のコネクタ２８に取り外し可能に装着し、本発明のシェービング装置１０を一般的
な湿式シェービング剃刀として利用する。カートリッジ１４又はトリマヘッド１６のいず
れかを取り外し可能に装着するか、或いは選択的に取り外すために、ユーザは、ボタン６
０又は別の作動ボタンを押し下げて、第１のコネクタ２８を第２のコネクタ２８又は第３
のコネクタ３４に係合させるか、或いは第２のコネクタ２８又は第３のコネクタ３４から
外すことができる。１つの例では、ボタン６０を押下して、第１のコネクタ２８のアーム
３０を第２のコネクタ３２又は第３のコネクタ３４のいずれかのスロットから後退させる
ことができる。ユーザがシェービング処理を終えると、剃刀カートリッジ１４はハンドル
１２から選択的に取り外され、ユーザは、トリマヘッド１６の第３のコネクタ３４をハン
ドル１２の第１のコネクタ２８に取り外し可能に装着する。その後、ユーザはモータ１８
を作動させる。モータ１８は突起４６を前後に往復運動させる。次いで、突起４６は、可
動刃４２を固定刃４０に対して前後に往復運動させる。可動刃４２が動くと、隣接する刃
４０及び４２の歯状突起４４はハサミ作用を生じさせ、この動きにより、ユーザは、（口
ひげ、ヤギひげ、もみあげ、及び／又は体毛などの）所望の毛髪をトリミングすることが
できるようになる。さらに、ユーザは、有利なことに、剃刀カートリッジ１４を用いた通
常の湿式シェービング中にハンドル１２を把持する態様とほぼ同じ態様で、シェービング
装置１０のハンドル１２を把持しながら毛髪をトリミングすることができる。
【００２４】
　以下の特許請求の範囲において定められるように、本発明の主題及び精神から逸脱する
ことなく、開示した実施形態に対して修正及び変更を行うことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の１つの実施形態によるハンドルに装着された剃刀カートリッジの等角図
である。
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【図２】本発明の１つの実施形態によるハンドルに装着されたトリマヘッドの等角図であ
る。
【図３】上記剃刀カートリッジの正面図である。
【図４】上記トリマヘッドの等角図である。
【図５】図２のラインＶ－Ｖを通して切り取った縦方向の断面図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(9) JP 2009-522061 A 2009.6.11

【図５】



(10) JP 2009-522061 A 2009.6.11

10

20

30

40

【国際調査報告】



(11) JP 2009-522061 A 2009.6.11

10

20

30

40



(12) JP 2009-522061 A 2009.6.11

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,L
A,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE
,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  ペネラ　アンドリュー　ジェイ
            アメリカ合衆国　コネチカット州　０６９０３　スタンフォード　ブラックウッド　レーン　１８
            ０
(72)発明者  バルチ　アルミン
            スイス　ツェーハー４６５２　ヴィンツナウ　ランガッセ　９
(72)発明者  フィッシャー　フランツ
            スイス　ツェーハー６２３４　トリーンゲン　ベーツェンモース
(72)発明者  プフェニガー　フィリップ
            スイス　ツェーハー６２３４　トリーンゲン　リューティホフシュトラーセ　１５
Ｆターム(参考) 3C056 DA01  DA16 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

