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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
飲料容器本体１０内部に飲料水１１を収納し、飲料容器本体瓶口１０ａには着脱自在にね
じ着されるキャップ１を備えており、前記キャップ１には混合物５を収納する収納容器３
を備えたキャップ構造において、
前記キャップ１は大径円筒部１ｂの上部に小径円筒部１ａを結合した形状で、前記大径円
筒部１ｂ内部には、混合物５を密閉収納するための下方に突出した有底で円筒形状の収納
容器３が設けられており、前記収納容器３の底面３ｄには機械的弱点部３ｅが形成されて
いるとともに、その機械的弱点部３ｅ近傍には上方に突出した押圧棒３ａが設けられ、し
かも前記収納容器３は前記キャップ１の大径円筒部１ｂの上端部近傍の円周側より中心部
へ向かって延長形成される爪部１ｈと前記収納容器３の上面部の円周端部より外側へ向か
って延長形成される係止部３ｈにより保持されており、前記押圧棒３ａの上面に配置され
る押圧キャップ４は前記キャップ１の小径円筒部１ａ内部に収納され前記キャップ１の小
径円筒部１ａを被冠して配置される開閉蓋２に設けられたねじ部２ａに対して進退自在に
ねじ着されて、さらに前記キャップ１の小径円筒部１ａの内部にはガイド突起１ｄを備え
ており、前記押圧キャップ４の外周側面に設けられた溝部４ａに前記ガイド突起１ｄが勘
合することで、前記押圧キャップ４の回転が規制され、前記開閉蓋２を回動することによ
り前記押圧キャップ４を下方に押し下げ、前記収納容器３の押圧棒３ａが押圧され底面３
ｄの機械的弱点部３ｅを破断して開口させて、収納容器３の混合物５を飲料水１１中に落
下させるようにしたことを特徴とする飲料容器のキャップ構造。
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【請求項２】
上記において収納容器３の機械的弱点部３ｅが破壊される時にはキャップ１の小径円筒部
１ａにおける下端部１ｇと前記押圧キャップ４の側周面４ｅが密接して密着状態を形成す
る請求項１のキャップ構造
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、微粉末状にした混合物と飲料水を分離状態に収納し、飲用時に両者を混合させ
て飲用する飲料容器の改良に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、お茶、コーヒー、ジュース等の飲料が缶、ビン、ペットボトル等の密閉された飲料
容器に詰められて、販売店および自動販売機などで販売されている。
これらのものは、消費者に渡るまでに時間がかかるため保存期間中の経年変化により風味
が悪くなるという問題があるため、粉末状にしたお茶などの食味材と飲料水を飲用直前に
混合させることにより、飲用時に淹れたての風味を味わうことができるようにした飲料容
器が提案されている。（例えば、特許文献１参照。）
【０００３】
例えば本出願人の特開２００３－７２８２２号の発明によれば、飲料容器本体の瓶口に混
合物を収納した収納容器と、前記収納容器の上部で前記本体の瓶口を覆うように設けられ
た下に広がる円筒形状で上面中央部に突起部を備えたキャップを有し、前記キャップの円
筒部内周面側には本体瓶口に設けられたねじ部とねじ着結合するようにねじ部を備え、前
記ねじ着結合される際には前記キャップの下部に設けられた機器的弱点部を有したカラー
が破壊される構成としている。
【０００４】
前記発明であれば、前記キャップを押下げながら回転させることで、前記本体の瓶口に設
けられたねじ部とねじ着結合され前記キャップの上面が前記瓶口先端部に接触するまで締
めこむことで、前記キャップ上面に設けられた突起により前記収納容器の上面及び下面を
突き破り、その開口部より粉末茶等の混合物を飲料水に落下混入し、その後それを攪拌す
ることで、飲用時に淹れたての風味を味わうことを特徴としている。

【特許文献１】特開２００３－７２８２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら前記の発明においては、混合物を飲料水に落下混入させるためには前記キャ
ップに設けた突起部により前記収納容器を突き破り収容物を落下させる構成であるため、
収納容器に収められた混合物を落下させるための開放部が少なく、混合物が完全に落下し
ない可能性があった。そのため、混合物が粉末茶等の難溶性であれば本体を上下に振りな
がら攪拌した場合においても飲料水にお茶等のエキスが浸透せず、薄い味のお茶となる可
能性があった。
【０００６】
また、混合物が収納された収納容器と前記キャップとは、それぞれ個別で容器本体に組み
込まれているために、キャップのみを本体より取外した状態では飲用できず、キャップと
収納容器を個別に容器本体から取外すことで初めて飲用できるため面倒な作業であった。
さらに、飲用途中の保管においては収納容器のみを取外しキャップを本体容器に装着する
ことで飲用途中の状態で保管はできるものの、取外された収納容器の処理に困ることがあ
った。 
【課題を解決するための手段】
【０００７】



(3) JP 4580726 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

本発明は、上記問題を解決するためにも新鮮なお茶が簡単な操作で飲用できる構成を提供
するものであり、上記目的を達成するために第１の発明は、飲料容器本体１０内部に飲料
水１１を収納し、飲料容器本体瓶口１０ａには着脱自在にねじ着されるキャップ１を備え
ており、前記キャップ１には混合物５を収納する収納容器３を備えたキャップ構造におい
て、
前記キャップ１は大径円筒部１ｂの上部に小径円筒部１ａを結合した形状で、前記大径円
筒部１ｂ内部には、混合物５を密閉収納するための下方に突出した有底で円筒形状の収納
容器３が設けられており、前記収納容器３の底面３ｄには機械的弱点部３ｅが形成されて
いるとともに、その機械的弱点部３ｅ近傍には上方に突出した押圧棒３ａが設けられ、し
かも前記収納容器３は前記キャップ１の大径円筒部１ｂの上端部近傍の円周側より中心部
へ向かって延長形成される爪部１ｈと前記収納容器３の上面部の円周端部より外側へ向か
って延長形成される係止部３ｈにより保持されており、前記押圧棒３ａの上面に配置され
る押圧キャップ４は前記キャップ１の小径円筒部１ａ内部に収納され前記キャップ１の小
径円筒部１ａを被冠して配置される開閉蓋２に設けられたねじ部２ａに対して進退自在に
ねじ着されて、さらに前記キャップ１の小径円筒部１ａの内部にはガイド突起１ｄを備え
ており、前記押圧キャップ４の外周側面に設けられた溝部４ａに前記ガイド突起１ｄが勘
合することで、前記押圧キャップ４の回転が規制され、前記開閉蓋２を回動することによ
り前記押圧キャップ４を下方に押し下げ、前記収納容器３の押圧棒３ａが押圧され底面３
ｄの機械的弱点部３ｅを破断して開口させて、収納容器３の混合物５を飲料水１１中に落
下させるようにしたことを特徴とする飲料容器のキャップ構造である。
【０００８】
第２の発明は、上記において収納容器３の機械的弱点部３ｅが破壊される時にはキャップ
１の小径円筒部１ａにおける下端部１ｇと前記押圧キャップ４の側周面４ｅが密接して密
着状態を形成する請求項１のキャップ構造である。
【発明の効果】
【００１２】
本願発明により、収納容器３に収納された混合物５は前記収納容器３上面に貼着されてい
るシール部材３ｂにより完全に密封収納された状態にあるため、擂りたての風味を長期に
わたって保存することができる。
【００１３】
そして、混合物５と飲料水１１を混合するには、開封蓋２を回すだけの簡単な操作で行う
ことができ、混合後は請求項2の構成においては前記キャップ１の下端部１ｇと前記押圧
キャップ４の密閉部４ｅとが密着することで液漏れがせず、さらに収納容器３の開口部３
ｃが大きく開くため混合物５が全て飲料水１１に落下混合し、いつでも淹れたての美味し
いお茶を味わうことができる。
 
【００１４】
収納容器３底面３ｄの破壊時、その底面３ｄは飲料水１１側に落下することがないため、
底面３ｄの一部破片等が飲料水１１中に浮遊したりせず衛生上、安全性でも好ましい。
【００１５】
また、前記収納容器３はキャップ１より容易に着脱できるため、別の種類の混合物を入れ
た前記収納容器３と入れ替えることにより様々な味を楽しむことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
本発明の実施例として混合物５に臼で挽いて粉末状にした粉末茶５を使用した場合の例を
図１から図７を用いて説明する。なお混合物５としては粉末状、顆粒状或いは液体状のも
のを使用することができる。
図１に示すように、ペットボトル等からなる飲料容器の本体１０の中にはミネラルウォー
タ等の飲料水１１が収納され、本体の瓶口１０ａの外周面に形成されているねじ部１０ｂ
には、キャップ１が着脱自在にねじ着結合されている。
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【実施例１】
【００１７】
キャップ１は図１、及び図２に示すように大径円筒部１ｂの上部に小径円筒部１ａを組み
合わせた形状のキャップ１と前記キャップ１の小径円筒部１ａを覆うように装着される開
閉蓋２と前記小径円筒部１ａの内部に配置され前記開閉蓋２の回転に連動して下方へ移動
する押圧キャップ４及び前記押圧キャップ４の下方で、前記キャップ１の大径円筒部１ｂ
の内部に配置される粉末茶５を密閉収納した収納容器３から構成されている。
【００１８】
図３に示すキャップ１はポリプロピレン樹脂（ＰＰ）の合成樹脂からなり、大径円筒部１
ｂの上部に小径円筒部１ａを組み合わせた形状をしており、前記大径円筒部１ｂの内周面
には本体瓶口に形成されているねじ部１０ｂに対して着脱自在にねじ着結合されるねじ部
１ｃが設けられている。
【００１９】
キャップ１の小径円筒部１ａの内側にはガイド突起１ｄが軸方向に延長形成して設けられ
ており、これは前記キャップ１の小径円筒部１ａの内部に配置される押圧キャップ４に設
けられたガイド溝４ａに勘合し前記押圧キャップ４の移動を上下方向のみに規制するため
のものであり、さらに小径円筒部１ａの外周面下部には上側より下側へと広がるテーパ形
状を備えた係止用突起１ｅが円周にわたり設けられている。
【００２０】
さらに、小径円筒部１ａと大径円筒部１ｂの結合部における壁１ｆの断面形状は下側へと
狭くなるテーパ形状の下端部１ｇが円周状に設けられ、前記壁１ｆの下面側には収納容器
の係止部を係止する爪部１ｈが円周方向に４箇所設けられている。
また、大径円筒部１ｂの外周面には図示しないローレット等のすべり止め加工がされてい
る。
【００２１】
図１、及び図２に示す開閉蓋２は、下面が開口し上面の中心部に下方へ突起しているねじ
部２ａを備えた略円筒形状のポリプロピレン樹脂（ＰＰ）の合成樹脂からなり、前記開閉
蓋２の円筒部内周面下端部には前記キャップ１の小径円筒部１ａに設けられた係止用突起
部１ｅに勘合する係止部２ｂが設けられており、前記開閉蓋２をキャップ１の小径円筒部
１ａを覆うように取付けた際、係止部２ｂがキャップ１の係止用突起１ｅに係止されて、
開閉蓋が上方へと外れることを防止するとともに円周方向のみへの回転を可能にしている
。
なお開閉蓋２の外周側面にはローレット等のすべり止め加工がされている。
【００２２】
図４に示す押圧キャップ４は概略大径円柱部４ｂの下部に小径円柱部４ｃを組合わせた形
状で、ポリプロピレン樹脂（ＰＰ）の合成樹脂からなり、大径円柱部４ｂの上面中央部に
は前記開閉蓋２に設けられたねじ部２ａと進退自在にねじ着されるねじ部４ｄが設けられ
、側面には対向して配置されるキャップのガイド突起１ｄに勘合するガイド溝４ａが設け
られている。
【００２３】
また大径円柱部４ｂと小径円柱部４ｃの接合部にはキャップ１に設けられた壁１ｆの下端
部１ｇに密接するための大径円柱部と小径円柱部を連続的に繋がるテーパー状の密接部４
ｅが設けられている。
さらに小径円柱部４ｃの下面には、後述する収納容器３の押圧棒３ａを押圧する際に前記
押圧棒３ａが前記押圧キャップ４の下面より外れることがないように底面４ｆが凹状に形
成されている。
【００２４】
押圧キャップ４は、そのガイド溝４ａとキャップ１に設けたガイド突起１ｄに勘合してい
るため押圧キャップ４は回転することなく、図２に示すように開閉蓋２の回転に伴って下
方に移動して、収納容器３の押圧棒３ａを下方に押し圧し収納容器３の底面３ｄの機械的
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弱点部３ｅを確実に破壊することができる。
【００２５】
そして、収納容器３底面の機械的弱点部３ｅが破壊されて形成された開口部３ｃより収納
容器３に収納されている粉末茶５を飲料水１１に落下させて混入させることができるよう
になっている。
【００２６】
図５に示す収納容器３はポリプロピレン樹脂（ＰＰ）の合成樹脂からなり、上面が開口し
ている有底の略円筒形状をしている。
収納容器３の底面３ｄには一部を除き円周状に形成された薄肉部、切溝部などからなる機
械的弱点部３ｅが設けられており、底面３ｄの機械的弱点部３ｅ近傍で上方に突出した押
圧棒３ａが設けられている。
【００２７】
なお押圧棒３ａは底面３ｄに対して一体で形成されており、押圧キャップ４からの押し圧
を底面３ｄの機械的弱点部３ｅに効率よく伝達できるようになっている。さらに、前記収
納容器３の底面には前記キャップ１から容易に取外しができるようにつまみ部３ｆが設け
られている。
【００２８】
また、収納容器３の内部には粉末茶５を収納するための収納部３ｇが設けられ、前記収納
容器３の上面の外周面部には円周状に４箇所設けられた係止部３ｈを備えており、前記係
止部３ｈがキャップ１に設けられた爪部１ｈに係止されて本体の瓶口上面に図示しないパ
ッキン等のシール部材を介して当接され、収納容器３が瓶口１０ａ内部に収納されるよう
になっている。
【００２９】
なお収納容器３の収納部３ｇに粉末茶５を収納した後、上面にアルミフィルムなどからな
るシート状のシール部材３ｂを貼着または溶着させて完全に密封収納された状態にするよ
うになっている。
そのため擂りたての風味を長期にわたって保つことができ、飲用時に淹れたての美味しい
お茶を味わうことができるようになっている。
【００３０】
次に本実施例の飲用方法について説明する。
本飲料は、臼等で挽いて微粉末状にした粉末茶５が収納容器３に収納されて飲料容器１２
内では飲料水１１と粉末茶５を常時分離させた状態で販売店や自動販売機等で販売されて
いる。
【００３１】
飲用する際には、飲料容器本体１０の上部に設けられている開閉蓋２を反時計方向に回転
させる。なお回転方向は開閉蓋２のねじ部２ａと押圧キャップ４のねじ部４ｄを右ネジ或
いは左ネジにすることで選択できるため本実施例の反時計方向に限定されるものでは無く
、時計方向に回転させるようにしてもよい。
【００３２】
開閉蓋２の回転により、押圧キャップ４は前記押圧キャップ４に設けられたガイド溝４ａ
によりキャップ１の小径円筒部１ａに設けられたガイド突起１ｄ沿って下方に移動し、収
納容器３に設けられた押圧棒３ａを下方に押し圧することで収納容器３の底面３ｄにおけ
る機械的弱点部３ｅを破壊する。
これにより図２に示すように収納容器３内の粉末茶５はその破壊に伴って破壊した開口部
３ｃから飲料水１１内に落下する。
【００３３】
このとき、収納容器３の底面３ｄは機械的弱点部以外の通常の肉厚部があることにより、
図２に示すように一体的に残存して飲料水１１側に落下することがないため、底面３ｄの
一部破片等が飲料水１１中に浮遊することがなく、衛生上および安全面でも好ましい。
【００３４】
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同時に図２に示すように押圧キャップ４の大径円柱部４ｂと小径円柱部４ｃの連結部に設
けられたテーパー状の密接部４ｅが、これに対応するキャップの大径円筒部１ｂと小径円
筒部１ａの結合部に設けられた壁１ｆのテーパー状の下端部１ｇに密接することで外部に
対してシール状態となる。そのため、飲料水１１と粉末茶５とを混合、攪拌するには飲料
容器１２を上下に振るのであるが、この場合にも飲料容器１２内の飲料水１１の液漏れが
起らない構造となっている。
【００３５】
そして混合後、キャップ１を反時計方向に回転させると、収納容器３が一体となって瓶口
１０ａよりキャップ１と収納容器３が一体状態で取り外され、飲用することができるよう
になっている。
【００３６】
このように開閉蓋２を回すだけの簡単な操作で確実に飲料水１１に収納容器３内の粉末茶
５を混合することができる。
【００３７】
また、一体となったキャップ１は収納容器３に設けられたつまみ部３ｆを引っ張りながら
回転させることで容易に前記収納容器３が取外すことができるため、他の混合物が収納さ
れた収納容器３と取替えが容易に行え、新たな飲料水１１の入った本体１０へとそれらを
取付けることで前記キャップ１を何度も使用することができる。
【実施例２】
【００４４】
さらに実施例においてはキャップ１、開閉蓋２の外側に不正操作防止を行うために、帯状
やシート状などの図示しない開封確認部材を被着させて開閉蓋２の操作有無を確認できる
ようにしてもよい。
【００４５】
なお前記収納容器３の収納部３ｇに収納する混合物５としては本実施例の粉末茶５に限定
されるものではなく、本実施例以外の混合物としてコーヒー、紅茶、果汁、ミルク、砂糖
、酒類、抽出液などを例示することができ、これらを粉末状、顆粒状或いは液体状にした
ものを収納させて使用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
本発明の活用例として、本体に収納されるものは飲料水に限定されるものではなく、液体
状のものや粉末状のものでもよく、混合直後に使用することが必要な薬液、塗料、接着剤
などにも使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本願発明の第１実施例を示す説明図である。
【図２】本願発明の第１実施例の混合状態を示す説明図である。
【図３】キャップを示す説明図である（ａ）平面図（ｂ）断面図（ｃ）底面図
【図４】押圧キャップを示す説明図である。（ａ）平面図（ｂ）断面図（ｃ）底面図
【図５】収納容器を示す説明図である。（ａ）平面図（ｂ）断面図
【符号の説明】
【００４８】
１　　　キャップ
１ａ　　小径円筒部
１ｂ　　大径円筒部
１ｃ　　ねじ部
１ｄ　　ガイド突起
１ｅ　　係止用突起
１ｆ　　壁
１ｇ　　下端部
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１ｈ　　爪部
２　　　開閉蓋
２ａ　　ねじ部
２ｂ　　係止部
３　　　収納容器
３ａ　　押圧棒
３ｂ　　シール部材
３ｃ　　開口部
３ｄ　　底面
３ｅ　　機械的弱点部
３ｆ　　つまみ部          
３ｇ　　収納部
３ｈ　　係止部              
４　　　押圧キャップ
４ａ　　ガイド溝
４ｂ　　大径円柱部
４ｃ　　小径円柱部
４ｄ　　ねじ部
４ｅ　　密接部
４ｆ　　底部
５　　　粉末茶
１０　　本体
１１　　飲料水
１２　　飲料容器

【図１】 【図２】
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【図５】
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