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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平行六面体形状の包装箱（２）であって、たばこのグループを収納すると共に、引き出
し開口（３）と、２つの大きい方の側壁（６）と、少なくとも１つの小さい方の側壁（７
）と、前記引き出し開口（３）を備えた頂壁（８）と、底壁（９）とを有する包装箱（２
）と、カップ状の蓋（４）であって、２つの大きい方の側壁（１２）と、１つの小さい方
の側壁（１３）と、頂壁（１４）と、底壁（１５）と、前記引き出し開口（３）を開いた
開位置と閉じた閉位置との間で前記包装箱（２）に対して回転させるためのヒンジ（５）
とを有する蓋（４）とを具備し、前記ヒンジ（５）が、前記小さい方の側壁（７）及び前
記頂壁（８）、前記底壁（９）の間に形成される前記包装箱（２）の小さい方の横方向の
縁（１１）と、前記小さい方の側壁（１３）及び前記頂壁（１４）、前記底壁（１５）の
間に形成される当該蓋（４）の小さい方の横方向の縁（１７）とに対して平行であるたば
こ用ハードパッケージ（１）において、前記蓋（４）の前記大きい方の側壁（１２）が前
記包装箱（２）の前記大きい方の側壁（６）よりも小さく、当該ハードパッケージが前記
包装箱（２）に対する前記蓋（４）の回転を制限し、前記蓋（４）の最大限の開位置を限
定するためのストッパ手段を具備することを特徴とするたばこ用ハードパッケージ（１）
。
【請求項２】
　前記ストッパ手段が、前記包装箱（２）の大きい方の側壁（６）から前記包装箱（２）
の外方へ突出する少なくとも１つの第１のストッパタブ（２１）と、前記蓋（４）の大き
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い方の側壁（１２）から前記蓋（４）の内方へ突出すると共に前記蓋（４）を開けると前
記第１のストッパタブ（２１）と係合するように配置された第２のストッパタブ（２２）
とを具備することを特徴とする請求項１に記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項３】
　前記ストッパ手段が、前記包装箱（２）の大きい方の側壁（６）にそれぞれ配置された
２つの第１のストッパタブ（２１）と、前記蓋（４）の大きい方の側壁（１２）にそれぞ
れ配置された２つの第２のストッパタブ（２２）とを具備することを特徴とする請求項２
に記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項４】
　前記各第１のストッパタブ（２１）が前記包装箱（２）の大きい方の側壁（６）に切り
込みを入れることによって形成されることを特徴とする請求項２又は３のいずれかに記載
のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項５】
　前記各第１のストッパタブ（２１）が前記包装箱（２）の大きい方の側壁（６）から材
料のストリップを取り外すことによって形成されることを特徴とする請求項２又は３のい
ずれかに記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項６】
　前記ストッパ手段が前記蓋（４）と前記包装箱（２）との間に配置され、前記包装箱（
２）にヒンジ接続された一方の端部と前記蓋（４）にヒンジ接続された他方の端部とを備
えたストッパタブ（４１）を具備することを特徴とする請求項１に記載のたばこ用ハード
パッケージ（１）。
【請求項７】
　前記ストッパ手段が、前記包装箱（２）の大きい方の側壁（６）に長手方向に継ぎ目無
く接続されると共に前記ストッパタブ（４１）に横方向にヒンジ接続された第１の支持タ
ブ（４２）を具備することを特徴とする請求項６に記載のたばこ用ハードパッケージ（１
）。
【請求項８】
　前記包装箱（２）の前記底壁（９）が、該底壁（９）と前記２つの小さい方の側壁（７
）との間に形成される２本の小さい方の横方向の縁（１１）によって境界を形成し、前記
ヒンジ（５）が、前記底壁（９）の境界を形成する前記２本の小さい方の横方向の縁（１
１）間の中間位置で、前記包装箱（２）の前記底壁（９）に配置されることを特徴とする
請求項１から７のいずれか１つに記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項９】
　前記引き出し開口（３）が、前記包装箱（２）の前記頂壁（８）の一部及び前記包装箱
（２）の前記大きい方の側壁（６）の一部に広がっていることを特徴とする請求項１から
８のいずれか１つに記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項１０】
　前記引き出し開口（３）が前記包装箱（２）の切り取り部分（２３）によって少なくと
も部分的に閉じられていることを特徴とする請求項１から９のいずれか１つに記載のたば
こ用ハードパッケージ（１）。
【請求項１１】
　前記切り取り部分（２３）が前記引き出し開口（３）を完全に閉じていることを特徴と
する請求項１０に記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項１２】
　前記切り取り部分（２３）が前記引き出し開口（３）の一部のみ閉じていることを特徴
とする請求項１０に記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項１３】
　前記蓋（４）が、該蓋（４）が閉位置の時に前記引き出し開口（３）を覆う頂壁（１４
）と、該頂壁（１４）に対向すると共に平行な底壁（１５）と、２つの大きい方の側壁（
１２）と、ユーザーが指を挿入できるのに十分大きい少なくとも１つの貫通孔を備えた小
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さい方の側壁（１３）とを具備することを特徴とする請求項１から１２のいずれか１つに
記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項１４】
　前記蓋（４）の前記頂壁（１４）が前記蓋（４）の前記底壁（１５）よりも大きいこと
を特徴とする請求項１から１３のいずれか１つに記載のたばこ用ハードパッケージ（１）
。
【請求項１５】
　前記蓋（４）の各大きい方の側壁（１２）が斜めになった下端部を有することを特徴と
する請求項１４に記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項１６】
　前記蓋（４）が前記包装箱（２）の前記底壁（９）に接着されると共に前記ヒンジ（５
）を形成する折り目によって前記蓋（４）と区切られている接続タブ（２０）を具備し、
該接続タブ（２０）が前記包装箱（２）の前記底壁（９）に対して全体的に接着されてい
ることを特徴とする請求項１から１５のいずれか１つに記載のたばこ用ハードパッケージ
（１）。
【請求項１７】
　前記蓋（４）が、該蓋（４）が前記閉位置の時に前記引き出し開口（３）を覆う頂壁（
１４）と、該頂壁（１４）に対向すると共に平行で、当該蓋（４）が閉位置の時に前記包
装箱（２）の前記底壁（９）と接触する底壁（１５）とを具備し、前記蓋（４）が閉位置
の時に、前記接続タブ（２０）が、前記包装箱（２）の前記底壁（９）と前記蓋（４）の
前記底壁（１５）との間に挟まるように前記包装箱（２）の前記側壁（９）に対して接着
されていることを特徴とする請求項１６に記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項１８】
　前記包装箱（２）が、２つの長手方向の折り目（２４）と多くの横方向の折り目（２５
）とを具備し、該多くの横方向の折り目（２５）が、前記頂壁（８）の一部を形成する第
１のパネル（８’）と、一方の前記大きい方の側壁（６）を形成する第２のパネル（６’
）と、前記底壁（９）を形成する第３のパネル（９’）と、他方の前記大きい方の側壁（
６）を形成する第４のパネル（６’）と、前記頂壁（８）の残り部分を形成する第５のパ
ネル（８’’）とを前記２つの長手方向の折り目（２４）の間に形成し、前記第２のパネ
ル（６’）と前記第４のパネル（６’）それぞれが、前記小さい方の側壁（７）の各部分
を形成し、当該第２又は第４のパネル（６’、６’）の両側に配置され、前記長手方向の
折り目（２４）によって当該第２又は第４のパネル（６’、６’）と区切られている２つ
の羽部（７’）を有することを特徴とする請求項１から１７のいずれか１つに記載のたば
こ用ハードパッケージ（１）。
【請求項１９】
　前記第４のパネル（６’）の第１の羽部（７’）が前記横方向の折り目（２５）によっ
て前記第４のパネル（６’）と区切られている２つのタブ（２６）を有し、前記第４のパ
ネル（６’）の第２の羽部（７’）が前記横方向の折り目（２５）によって前記第４のパ
ネル（６’）と区切られると共に前記第３のパネル（９’）と略一列に並んでいる１つの
タブ（２６）を有することを特徴とする請求項１８に記載のたばこ用ハードパッケージ（
１）。
【請求項２０】
　前記蓋（４）が、２つの横方向の折り目（２７）と多くの長手方向の折り目（２８）と
を有する第２の平らな半加工品（１９）を折り畳むことによって形成され、前記多くの長
手方向の折り目（２８）が、一方の前記大きい方の側壁（１２）を形成する第１のパネル
（１２’）と、前記小さい方の側壁（１３）を形成する第２のパネル（１３’）と、他方
の前記大きい方の側壁（１２）を形成する第３のパネル（１２’）とを前記横方向の折り
目（２７）の間に形成することを特徴とする請求項１から１９のいずれか１つに記載のた
ばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項２１】
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　前記第１のパネル（１２’）が、該第１のパネル（１２’）の両側に配置され、前記横
方向の折り目（２７）によって当該第１のパネル（１２’）と区切られ、前記頂壁（１４
）及び前記底壁（１５）の内側部分をそれぞれ形成する２つの第１の羽部（１４’、１５
’）を有し、前記第２のパネル（１３’）が、該第２のパネル（１３’）の両端に配置さ
れ、前記横方向の折り目（２７）によって該第２のパネル（１３’）と区切られ、前記頂
壁（１４）及び前記底壁（１５）の内側部分をそれぞれ形成する２つの第２の羽部（１４
’’、１５’’）を有し、前記第３のパネル（１２’）が、該第３のパネル（１２’）の
両側に配置され、前記横方向の折り目（２７）によって該第３のパネル（１２’）と区切
られ、前記頂壁（１４）及び前記底壁（１５）の外側部分をそれぞれ形成する２つの第３
の羽部（１４’’’、１５’’’）を有することを特徴とする請求項２０に記載のたばこ
用ハードパッケージ（１）。
【請求項２２】
　前記第１の羽部（１４’、１５’）と前記第２の羽部（１４’’、１５’’）が、前記
蓋（４）の前記頂壁（１４）及び前記底壁（１５）を形成するため、前記第３の羽部（１
４’’’、１５’’’）に折り畳まれる時に重ならないような形状とされていることを特
徴とする請求項２１に記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項２３】
　前記蓋（４）が前記包装箱（２）の前記底壁（９）に接着されると共に接続タブ（２０
）を具備し、該接続タブ（２０）が、前記ヒンジ（５）を形成する折り目によって前記蓋
（４）と区切られ、前記包装箱（２）の前記底壁（９）に対して全体的に接着され、前記
第１のパネル（１２’）の第１の羽部（１５’）に接続されていることを特徴とする請求
項２０，２１，又は２２のいずれか１つに記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項２４】
　前記包装箱（２）及び前記蓋（４）が２つの独立した別個の半加工品（１８，１９；２
９，３０）を折り畳むことによって形成されることを特徴とする請求項１から２３のいず
れか１つに記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項２５】
　区切り線（３９）が第１の半加工品（２９）に沿って部分的に延び、前記包装箱（２）
の構成部分を前記蓋（４）の構成部分と区切っていることを特徴とする請求項２４に記載
のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項２６】
　前記区切り線（３９）の大部分が実際に分離しているのに対して、前記区切り線（３９
）の一部が予成形された切り取り線を形成することを特徴とする請求項２５に記載のたば
こ用ハードパッケージ（１）。
【請求項２７】
　前記蓋（４）が前記包装箱（２）の前記底壁（９）に接着されていることを特徴とする
請求項１から２６のいずれか１つに記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項２８】
　所定の力で前記蓋（４）を閉位置に保持し、前記蓋（４）を開けるためにより大きい力
が必要となるような保持機構（３２）を具備することを特徴とする請求項１から２７のい
ずれか１つに記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項２９】
　前記保持機構（３２）が、前記蓋（４）の前記頂壁（１４）の一端にある変形可能なタ
ブ（３３）と、前記包装箱（２）の前記頂壁（８）に形成されたシート（３４）とを具備
し、実際の使用時において、前記タブ（３３）が、前記シート（３４）内に挿入され、前
記シート（３４）から引き出すためには、所定の力を加えて変形させなければならないこ
とを特徴とする請求項２８に記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項３０】
　前記蓋（４）が前記包装箱（２）に継ぎ目無く接続されていることを特徴とする請求項
１から１５のいずれか１つに記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
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【請求項３１】
　前記包装箱（２）が前記蓋（４）側に小さい方の側壁（７）を有さず、前記蓋（４）の
反対側にのみ小さい方の側壁（７）を具備することを特徴とする請求項１から１５のいず
れか１つに記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項３２】
　前記包装箱（２）の前記大きい方の側壁（６）及び前記頂壁（８）が２つの異なる独立
した別個の半加工品（２９，３０）の２つのパネルを重ね合わせることによって形成され
ることを特徴とする請求項１から１５のいずれか１つに記載のたばこ用ハードパッケージ
（１）。
【請求項３３】
　前記包装箱（２）の前記大きい方の側壁（６）及び前記頂壁（８）が、これらの領域に
１つのパネルのみを用いることによって形成される凹所（３１）を具備し、そのため、ユ
ーザーが前記蓋（４）の縁を押せるようにすることによって前記蓋（４）がより簡単に開
くようになることを特徴とする請求項３１に記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項３４】
　前記包装箱（２）及び前記蓋（４）が、平らな第１の半加工品（２９）及び平らな第２
の半加工品（３０）と折り畳むことによって形成され、前記第１の半加工品（２９）が、
２つの長手方向の折り目（３５）と多くの横方向の折り目（３６）とを具備し、該多くの
横方向の折り目（３６）が、前記包装箱（２）の前記頂壁（８）の一部及び前記蓋（４）
の前記頂壁（１４）の一部を形成する第１のパネル（８’、１４’）と、前記包装箱（２
）の一方の大きい方の側壁（６）及び前記蓋（４）の一方の大きい方の側壁（１２）を形
成する第２のパネル（６’、１２’）と、前記包装箱（２）の前記底壁（９）及び前記蓋
（４）の前記底壁（１５）を形成する第３パネル（９’、１５’）と、前記包装箱（２）
の他方の大きい方の側壁（６）及び前記蓋（４）の他方の大きい方の側壁（１２）を形成
する第４のパネル（６’、１２’）と、前記包装箱（２）の前記頂壁（８）の残り部分及
び前記蓋（４）の前記頂壁（１４）の残り部分を形成する第５のパネル（８’’、１４’
’）とを前記２つの長手方向の折り目（３５）の間に形成することを特徴とする請求項１
から１５のいずれか１つに記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項３５】
　前記第２及び第４のパネル（６’、１２’）が２つの羽部（７’、１３’）を有し、該
２つの羽部（７’、１３’）が、前記包装箱（２）の小さい方の側壁（７）の一部及び前
記蓋（４）の小さい方の側壁（１３）の一部を形成し、前記第２又は第４のパネル（６’
、１２’）の両側に配置され、長手方向の折り目（３５）によって前記第２又は第４のパ
ネル（６’、１２’）と区切られていることを特徴とする請求項３４に記載のたばこ用ハ
ードパッケージ（１）。
【請求項３６】
　前記第２又は第４のパネル（６’、１２’）の一方の羽部（７’）が、横方向の折り目
（３６）によって当該羽部（７’）と区切られている２つのタブ（３７）を有し、同じ前
記第２又は第４のパネル（６’、１２’）の他方の羽部（１３’）が、横方向の折り目（
３６）によって当該羽部（１３’）と区切られている２つのタブ（３８）を有することを
特徴とする請求項３５に記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項３７】
　前記ヒンジ（５）が、前記第３のパネル（９’、１５’）に沿って延び、前記包装箱（
２）の構成部分を前記蓋（４）の構成部分と区切っていることを特徴とする請求項３４，
３５，又は３６のいずれか１つに記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項３８】
　区切り線（３９）が、前記第１のパネル（８’、１４’）、前記第２のパネル（６’、
１２’）、前記第４のパネル（６’、１２’）、及び第５のパネル（８’’、１４’’）
に沿って延び、前記包装箱（２）の構成部分を前記蓋（４）の構成部分と区切っているこ
とを特徴とする請求項３４から３７のいずれか１つに記載のたばこ用ハードパッケージ（
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１）。
【請求項３９】
　前記区切り線（３９）の大部分が実際に分離しているのに対して、前記区切り線（３９
）の一部が予成形された切り取り線を形成することを特徴とする請求項３８に記載のたば
こ用ハードパッケージ（１）。
【請求項４０】
　前記ストッパ手段のストッパタブ（２２）が、第２又は第４のパネル（６’、１２’）
のいずれかに形成され、前記区切り線（３９）によって片側に境界を形成すると共に長手
方向の折り目（３５）によって反対側に境界をすることを特徴とする請求項３９に記載の
たばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項４１】
　前記第２の半加工品（３０）が、前記包装箱（２）の前記頂壁（８）の内側部分を形成
する中央パネル（８’’’）と、前記包装箱（２）の大きい方の側壁（６）の内側部分を
形成し、前記中央パネル（８’’’）の両側に配置され、２つの横方向の折り目（３６）
によって前記中央パネル（８’’’）と区切られている２つのエンドパネル（６’’）と
を具備することを特徴とする請求項３４から４０のいずれか１つに記載のたばこ用ハード
パッケージ（１）。
【請求項４２】
　各前記エンドパネル（６’’）が、長手方向の折り目（３５）によって当該エンドパネ
ル（６’’）と区切られているストッパタブ（２１）を有することを特徴とする請求項４
１に記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項４３】
　前記包装箱（２）及び前記蓋（４）が平らな第１の半加工品（２９）及び平らな第２の
半加工品（３０）を折り畳むことによって形成され、前記半加工品（２９）が、２つの横
方向の折り目（３６）と多くの長手方向の折り目（３５）とを具備し、前記多くの長手方
向の折り目（３５）が、前記蓋（４）の前記側壁（１３）の一部を形成する第１のパネル
（１３’）と、前記包装箱（２）の一方の大きい方の側壁（６）及び前記蓋（４）の一方
の大きい方の側壁（１２）を形成する第２のパネル（６’、１２’）と、前記包装箱（２
）の小さい方の側壁（７）を形成する第３のパネル（７’）と、前記包装箱（２）の他方
の大きい方の側壁（６）及び前記蓋（４）の他方の大きい方の側壁（１２）を形成する第
４のパネル（６’、１２’）と、前記蓋（４）の前記側壁（１３）の残りの部分を形成す
る第５のパネル（１３’）とを２つの横方向の折り目（３６）の間に形成することを特徴
とする請求項１から１５のいずれか１つに記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【請求項４４】
　前記第２又は第４のパネル（６’、１２’）のいずれかが２つの羽部（８’、１４’）
を有し、該２つの羽部（８’、１４’）が、前記包装箱（２）の前記頂壁（８）の一部及
び前記蓋（４）の前記頂壁（１４）の一部を形成し、前記第２又は第４のパネル（６’、
１２’）の両側に配置され、横方向の折り目（３６）によって前記第２又は第４のパネル
（６’、１２’）と区切られていることを特徴とする請求項４３に記載のたばこ用ハード
パッケージ（１）。
【請求項４５】
　前記第２又は第４のパネル（６’、１２’）の一方の羽部（８’、１４’）がそれぞれ
、当該羽部（８’、１４’）の両側に配置され、長手方向の折り目（３５）によって当該
羽部（８’、１４’）と区切られている２つのタブ（４０）を有することを特徴とする請
求項４４に記載のたばこ用ハードパッケージ（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はヒンジ付蓋のたばこ用ハードパッケージに関する。
　本発明は、以下の記載を単に例示のために参照するたばこのハードパッケージに関して
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特に、有利に使用可能である。
【背景技術】
【０００２】
　ヒンジ付蓋のたばこ用ハードパッケージは、製造するのが容易で、使用するのが簡便且
つ実用的であり、そして、中のたばこが機械的に良好に保護されるため、現在最も広く販
売されている。
【０００３】
　ヒンジ付蓋のたばこ用ハードパッケージは、開いた上端部を備えたカップ状の包装箱と
、上端部を開いた開位置と閉じた閉位置との間で包装箱に対して回転させるためのヒンジ
に沿って、包装箱にヒンジ接続されたカップ状の蓋とを有する。前述のタイプのヒンジ付
蓋のたばこ用ハードパッケージは、通常、金属の薄片に包装された個別のたばこのグルー
プの周囲に一枚の平らな長い略長方形の半加工品を折り畳むことによって製造される。通
常、平らな半加工品とは別にカラーが、蓋が閉位置にある時に蓋の対応する内面と係合さ
せるために包装箱内部のＵに嵌められ、折り畳まれ、開口端部の外側に部分的に突出して
いる。
【０００４】
　前述のタイプのヒンジ付蓋のたばこ用ハードパッケージは、形状を損ない、（例えば、
ユーザーのズボンのポケットの中で携行されるときのような）比較的厳しい機械的ストレ
スに曝されると、中のたばこが機械的に適切に保護できなくなるといった様々な欠点を有
している。
【０００５】
　特許文献１には、外殻を有すると共に内殻が外殻に対して揺動するように取り付けられ
、内殻がたばこを収納すると共に外殻内に完全に封鎖された位置から外殻に対して斜めの
位置に移動可能であるたばこ用パッケージであって、内殻の上部が、内殻からたばこを取
り出すことを可能にするため露出しているたばこ用パッケージが開示されている。
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第３８８１５９９号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第０７６４５９５号明細書
【特許文献３】欧州特許出願公開第１０６６２０６号明細書
【特許文献４】ＩＴ－ＢＯ２００１Ａ０００５８４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、公知のパッケージよりも使用しやすく且つより実用的であり、前述の欠点を
有さないことに加えて、安価且つ簡易に製造可能なたばこ用ハードパッケージを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、添付する特許請求の範囲に記載されるようなたばこ用ハードパッケー
ジが提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の限定的でない多くの実施形態は、添付図面を参照しながら実施例として記載さ
れている。
【００１０】
　図１の参照符号１は、パッケージ材料の金属の薄片に包装された（明確にするため図示
していない）整然とした平行六面体のたばこのグループを収納するたばこ用ハードパッケ
ージを全体として示している。
【００１１】
　パッケージ１は、たばこのグループを収納すると共に上端部でたばこの引き出し開口３
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を備える平行六面体の包装箱２と、（図３及び４に示される）ヒンジ５に沿って包装箱２
にヒンジ接続されたカップ状の蓋４とを有し、蓋４は引き出し開口３を開いた開位置と閉
じた閉位置との間で包装箱２に対して回転する。
【００１２】
　包装箱２は、対向する平行な２つの大きい方の側壁６と、これら大きい方の側壁６に対
して交差すると共に対向する平行な２つの小さい方の側壁７と、頂壁８と、頂壁８に対向
すると共に平行な底壁９とを有する。４本の長手方向の縁１０が、大きい方の側壁６と小
さい方の側壁７との間に形成され、８本の横方向の縁１１が、側壁６，７と頂壁８，底壁
９との間に形成される。さらに具体的に言うと、横方向の縁１１は、大きい方の側壁６と
頂壁８、底壁９との間に形成された４本の大きい方の横方向の縁１１と、小さい方の側壁
７と頂壁８、底壁９との間に形成された４本の小さい方の横方向の縁１１とに分けられる
。添付図面に示すように、長手方向の縁１０と横方向の縁１１は、すべて鋭い直角の縁で
ある。
【００１３】
　蓋４は、略平行六面体形状のカップ形状であり、対向する平行な２つの大きい方の側壁
１２と、大きい方の側壁１２に対して交差する小さい方の側壁１３と、頂壁１４と、頂壁
１４に対向すると共に平行な底壁１５とを有する。２本の長手方向の縁１６が、大きい方
の側壁１２と小さい方の側壁１３との間に形成され、６本の横方向の縁１７が、側壁１２
，１３と頂壁１４、底壁１５との間に形成される。さらに具体的に言うと、横方向の縁１
７は、大きい方の側壁１２と頂壁１４、底壁１５との間に形成された４本の大きい方の横
方向の縁１７と、小さい方の側壁１３と頂壁１４、底壁１５との間に形成された２本の小
さい方の横方向の縁とに分けられ、添付図面に示すように、長手方向の縁１６と横方向の
縁１７は、すべて鋭い直角の縁である。
【００１４】
　蓋４の小さい方の側壁１３が包装箱２の小さい方の側壁７と略同じ大きさであり、蓋４
が、包装箱２の頂壁８を完全に覆うことなく包装箱２の頂壁８を貫通する引き出し開口３
を完全に覆うために包装箱２よりも小さくなるように、蓋４の大きい方の側壁１２が包装
箱２の大きい方の側壁６よりも小さいという点が非常に重要である。蓋４の大きさを上記
のように小さくする目的は、パッケージ材料の節約のためである。
【００１５】
　通常、蓋４の頂壁１４は底壁１５よりも大きいので、好ましくは、蓋４の大きい方の各
側壁１２は、三角形に斜めになった下端部を有する。
【００１６】
　包装箱２及び蓋４は、独立した別個の２つの半加工品１８（図５）と半加工品１９（図
６）とを折り畳むことによって形成される。蓋４は、ヒンジ５が小さい方の側壁７と頂壁
８、底壁９との間に形成された包装箱２の小さい方の横方向の縁１１に対して平行となる
ように、包装箱２の底壁９に接着されている。好ましくは、ヒンジ５は、底壁９の境界を
形成する２本の小さい方の横方向の縁１１間の中間位置で、包装箱２の底壁９に配置され
ている。蓋４が閉位置の時に、蓋４の頂壁１４は包装箱２の頂壁８と接触するよう配置さ
れると共に引き出し開口３を覆い、蓋４の底壁１５は包装箱２の底壁９と接触するよう配
置される。
【００１７】
　蓋４は、ヒンジ５を形成する折り目によって蓋と区切られている接続タブ２０を有し、
接続タブ２０は、包装箱２の底壁９に対して全体的に接着されている。蓋４が閉位置の時
に、接続タブ２０が、包装箱２の底壁９と蓋４の底壁１５との間に挟まるように包装箱２
の底壁９に対して接着されていることが好ましい。
【００１８】
　図３及び４に示すように、ストッパ部材は、包装箱２に対する蓋４の回転を制限するた
めに設けられて、（図４に示す）最大限の開位置を限定し、包装箱２の大きい方の側壁６
から包装箱２の外方へ突出する２つのストッパタブ２１と、蓋４の大きい方の側壁１２か
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ら蓋４の内方へ突出すると共に蓋４を開けるとストッパタブ２１と係合するように配置さ
れた２つのストッパタブ２２とを有する。
【００１９】
　添付図面に示すように、各ストッパタブ２１は包装箱２の大きい方の側壁６から材料片
を取り除くことによって形成される。図示しない異なる実施形態においては、各ストッパ
タブ２１は、包装箱２の大きい方の側壁６に切り込みを入れることによって形成される。
【００２０】
　好ましくは、引き出し開口３は、たばこが引き出し開口３を通して素早く簡単に引き出
せるように包装箱２の頂壁８の一部及び包装箱２の大きい方の側壁６の一部に広がってい
る。添付図面に示すように、引き出し開口３は、包装箱２の切り取り部分２３によって閉
じられている。切り取り部分２３は、添付図面に示すように引き出し開口３の全体を閉じ
てもよく、或いは、引き出し開口３の一部のみ閉じていてもよい。引き出し開口３の一部
のみ閉じている場合には、ユーザーがハードパッケージ１の封を切るとき包装箱２から切
り取り分２３を簡単に把持して取り除けるように、切り取り部分２３が引き出し開口３の
一部を露出している大きい方の側壁６に残している。
【００２１】
　図示しない別の実施形態において、蓋４の小さい方の側壁１３は、ユーザーの指が挿入
できるのに十分大きい少なくとも１つの貫通孔を有し、それによって、ユーザーが蓋４と
包装箱２との間の関連する開ける動作を片手で行えるようにし、蓋４を開けることを容易
になる。
【００２２】
　図５に示すように、包装箱２は、平らな長い略長方形の半加工品１８を折り畳むことに
よって形成され、その構成部分は、可能であれば、包装箱２の対応する部分に関して、上
付文字で同じ参照符号を用いて示されている。
【００２３】
　半加工品１８は、２つの長手方向の折り目２４と多くの横方向の折り目２５とを有し、
多くの横方向の折り目２５は、頂壁８の一部を形成するパネル８’と、一方の大きい方の
側壁６を形成するパネル６’と、底壁９を形成するパネル９’と、他方の大きい方の側壁
６を形成するパネル６’と、頂壁８の残り部分を形成するパネル８’とを２つの長手方向
の折り目２４の間に形成する。各パネル６’は、小さい方の側壁７の各部分を形成し、パ
ネル６’の両側に配置され、長手方向の折り目２４によってパネル６’と区切られている
２つの羽部７’を有する。一方のパネル６’の第１の羽部７’は、横方向の折り目２５に
よって羽部７’と区切られている２つのタブ２６を有し、同じパネル６’の第２の羽部７
’は、横方向の折り目２５によって羽部７’と区切られると共にパネル９’と略一列に並
んでいる１つのタブ２６を有する。
【００２４】
　図６に示すように、蓋４は、平らな長い略長方形の半加工品１９を折り畳むことによっ
て形成され、その構成部分は、可能であれば、蓋４の対応する部分に関して、上付文字で
同じ参照符号を用いて示されている。
【００２５】
　半加工品１９は、２つの横方向の折り目２７と多くの長手方向の折り目２８とを有し、
多くの長手方向の折り目２８は、一方の大きい方の側壁１２を形成するパネル１２’と、
小さい方の側壁１３を形成するパネル１３’と、他方の大きい方の側壁１２を形成するパ
ネル１２’とを横方向の折り目２７の間に形成する。一方のパネル１２’は、パネル１２
’の両側に配置され、横方向の折り目２７によってパネル１２と区切られ、頂壁１４及び
底壁１５の内側部分をそれぞれ形成する２つの羽部１４’、１５’を有し、パネル１３’
は、パネル１３’の両端に配置され、横方向の折り目２７によってパネル１３’と区切ら
れ、頂壁１４及び底壁１５の内側部分をそれぞれ形成する２つの羽部１４’’、１５’を
有し、他方のパネル１２’は、パネル１２’の両側に配置され、横方向の折り目２７によ
ってパネル１２’と区切られ、頂壁１４及び底壁１５の外側部分をそれぞれ形成する２つ
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の羽部１４’’’、１５’’’を有する。
【００２６】
　羽部１４’、１５’、１４’’、１５’’は、蓋４の頂壁１４及び底壁１５を形成する
ため、羽部１４’’’、１５’’’に折り畳まれる時に重ならないような形状とされてい
る。接続タブ２０は、パネル１２’の羽部１５’に接続され、ヒンジ５を形成すると共に
長手方向の折り目２８と平行な折り目によって羽部１５’と区切られている。
【００２７】
　図７から１０は、前述のハードパッケージ１とは別の実施形態を示す。図１から４のハ
ードパッケージ１と図７から１０のハードパッケージ１との間の主な違いは、図７から１
０のハードパッケージ１の蓋４が、包装箱２、特に包装箱２の底壁９に接着されることと
は違って、包装箱２に継ぎ目無く接続されていることにある。
【００２８】
　さらに、図７から１０のハードパッケージ１の包装箱２は蓋４側に小さい方の側壁７を
有さず、蓋４の反対側にのみ小さい方の側壁７を有している。
【００２９】
　図７から１０のハードパッケージ１の包装箱２の大きい方の側壁６及び頂壁８は、２つ
の異なる独立した別個の（図１１，１２に示される）半加工品２９及び３０の２つのパネ
ルを重ね合わせることによって形成され、これらの領域に１つのパネルのみを用いること
によって形成される凹所３１を有し、そのため、ユーザーが蓋４の縁を押せるようにする
ことによって蓋４がより簡単に開くようになる。
【００３０】
　図７から１０のハードパッケージ１は、所定の力で蓋４を閉位置に保持するための保持
機構３２を有しているので、蓋４を開けるためにより大きい力が必要とされ、従って、知
らずに蓋４が開くことが防止される。保持機構３２は、蓋４の頂壁１４の一端にある変形
可能なタブ３３と、包装箱２の頂壁８に形成されたシート３４とを有している。実際の使
用時において、タブ３３は、シート３４内に挿入され、シート３４から引き出すためには
、所定の力を加えて変形させなければならない。
【００３１】
　図９及び１０は、図７から１０のハードパッケージ１のストッパ部材を示している。ス
トッパ部材は、包装箱２に対する蓋４の回転を制限するために設けられて、（図８に示す
）最大限の開位置を限定し、包装箱２の大きい方の側壁６から包装箱２の外方へ突出する
２つのストッパタブ２１と、蓋４の大きい方の側壁１２から蓋４の内方へ突出すると共に
蓋４を開けるとストッパタブ２１と係合するように配置された２つのストッパタブ２２と
を有する。
【００３２】
　図１１、１２に示すように、ハードパッケージ１、すなわち包装箱２及び蓋４は、平ら
な長い略長方形の半加工品２９及び３０を折り畳むことによって形成され、それら構成部
分は、可能であれば、包装箱２及び蓋４の対応する構成部分に関して、上付文字で同じ参
照符号を用いて示されている。
【００３３】
　図１１の半加工品２９は、２つの長手方向の折り目３５と多くの横方向の折り目３６と
を有し、多くの横方向の折り目３６は、包装箱２の頂壁８の一部及び蓋４の頂壁１４の一
部をそれぞれ形成するパネル８’及び１４’と、包装箱２の一方の大きい方の側壁６及び
蓋４の一方の大きい方の側壁１２をそれぞれ形成するパネル６’及び１２’と、包装箱２
の底壁９及び蓋４の底壁１５をそれぞれ形成するパネル９’及び１５’と、包装箱２の他
方の大きい方の側壁６及び蓋４の他方の大きい方の側壁１２を形成するパネル６’及び１
２’と、包装箱２の頂壁８の残り部分及び蓋４の頂壁１４の残り部分を形成するパネル８
’’及び１４’’とを２つの長手方向の折り目３５の間に形成する。
【００３４】
　パネル６’及び１２’は２つの羽部７’及び１３’を有し、２つの羽部７’及び１３’
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は、包装箱２の小さい方の側壁７の一部及び蓋４の小さい方の側壁１３の一部を形成し、
パネル６’及び１２’の両側に配置され、長手方向の折り目３５によってパネル６’及び
１２’と区切られている。パネル６’及び１２’の一方の羽部７’は横方向の折り目３６
によって羽部７’と区切られている２つのタブ３７を有し、同じパネル６’及び１２’の
羽部１３’は横方向の折り目３６によって羽部１３’と区切られている２つのタブ３８を
有する。
【００３５】
　ヒンジ５は、パネル９’及び１５’に沿って延び、包装箱２の構成部分を蓋４の構成部
分と区切っている。区切り線３９は、パネル８’及び１４’、パネル６’及び１２’、パ
ネル８’’及び１４’’に沿って延び、包装箱２の構成部分を蓋４の構成部分と区切って
いる。区切り線３９の大部分は、実際に分離しているのに対して、区切り線３９の一部、
特に、パネル９’及び１５’の境界、パネル８’及び１４’、パネル８’’及び１４’’
の外縁の境界は、予成形された切り取り線を形成する。区切り線３９の切り取り部分の目
的は、半加工品２９を取り扱って折り畳む時に、半加工品２９の十分な機械的安定性を保
証することである。
【００３６】
　ストッパタブ２２は、各パネル６’及び１２’内に形成され、区切り線３９によって片
側に形成されると共に長手方向の折り目３５によって反対側に形成される。
【００３７】
　図１２の半加工品３０は、包装箱２の頂壁８の内側部分を形成する中央パネル８’’’
と、包装箱２の大きい方の側壁６の内側部分を形成し、中央パネル８’’’の両側に配置
され、２つの横方向の折り目３６によって中央パネル８’’’と区切られている２つのエ
ンドパネル６’’とを有する。各エンドパネル６’’は、長手方向の折り目３５によって
エンドパネル６’’と区切られているストッパタブ２１を有する。
【００３８】
　なお、前述の半加工品２９及び３０は、略同じ形状及びサイズであり、普通のヒンジ付
蓋のハードパッケージを製造するための標準の半加工品及びそれに関するカラーと略同じ
タイプの折り目を有するので、図７から１０のハードパッケージ１は、標準的な包装機を
ほとんど変更することなく用いて製造可能である。
【００３９】
　図１３は、図１２の半加工品３０と組み合わせる、図１１の半加工品２９の別の実施形
態を示す。
【００４０】
　図１３の半加工品２９は、２つの横方向の折り目３６と多くの長手方向の折り目３５と
を有し、多くの長手方向の折り目３５は、蓋４の側壁１３の一部を形成するパネル１３’
と、包装箱２の一方の大きい方の側壁６及び蓋４の一方の大きい方の側壁１２を形成する
パネル６’及び１２’と、包装箱２の小さい方の側壁７を形成するパネル７’と、包装箱
２の他方の大きい方の側壁６及び蓋４の他方の大きい方の側壁１２を形成するパネル６’
及び１２’と、蓋４の側壁１３の残りの部分を形成するパネル１３’とを２つの横方向の
折り目３６の間に形成する。
【００４１】
　パネル６’及び１２’は２つの羽部８’及び１４’を有し、２つの羽部８’及び１４’
は、包装箱２の頂壁８の一部及び蓋４の頂壁１４の一部を形成し、パネル６’及び１２’
の両側に配置され、横方向の折り目３６によってパネル６’及び１２’と区切られている
。パネル６’及び１２’の一方の羽部８’及び１４’はそれぞれ、羽部８’及び１４’の
両側に配置され、長手方向の折り目３５によって羽部８’及び１４’と区切られている２
つのタブ４０を有する。
【００４２】
　図１４から１７は、図７から１０のハードパッケージ１を変形したものを示す。図１４
から１７のハードパッケージ１は、大きい方の側壁６及び頂壁８に凹所３１を有さないこ
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とと、包装箱２に対する蓋４の回転を制限して（図１７に示す）最大限の開位置を限定す
るために異なるストッパ部材を有することとの２つの点において、図７から１０のハード
パッケージ１と異なる。
【００４３】
　図１４から１７のハードパッケージ１のストッパ部材は、蓋４と包装箱２との間に配置
され、包装箱２にヒンジ接続された一方の端部と蓋にヒンジ接続された他方の端部とを備
えたストッパタブ４１を有する。よりはっきりと図１７に示される好適な実施形態におい
て、ストッパ部材は、包装箱２の大きい方の側壁６に長手方向に継ぎ目無く接続されると
共にストッパタブ４１に横方向にヒンジ接続された支持タブ４２と、蓋４の小さい方の側
壁１３の内面に接着されると共にストッパタブ４１に横方向にヒンジ接続された支持タブ
４３とを有する。蓋が（図１６に示されるように）閉位置にある時には、ストッパタブ４
１は、包装箱２の小さい方の側壁７及び蓋４の小さい方の側壁１３に対して平行であり、
蓋４の小さい方の側壁１３とたばこのグループとの間に配置される。蓋４が（図１７に示
されるように）十分に開位置にある時には、ストッパタブ４１は、包装箱２の小さい方の
側壁７に対して略垂直であり、蓋４の小さい方の側壁１３に対して傾斜している。
【００４４】
　図１８の半加工品２９は、図１１の半加工品２９と非常に似ており、従って、図１８の
半加工品２９の詳細については前述の図１１の半加工品２９の記載を参照のこと。
　図１９の半加工品３０は、図１２の半加工品３０と非常に似ており、従って、図１９の
半加工品３０の詳細については前述の図１２の半加工品３０の記載を参照のこと。
　図２０の半加工品２９は、図１３の半加工品２９と非常に似ており、従って、図２０の
半加工品２９の詳細については前述の図１３の半加工品２９の記載を参照のこと。
【００４５】
　添付図面に示された実施形態において、長手方向の縁１０、１６及び横方向の縁１１、
１７はすべて鋭い直角の縁である。図示しない別の実施形態において、いくつかの長手方
向の縁１０，１６及び／又はいくつかの横方向の縁１１，１７は、直角でない又は丸い又
は面取りされた縁である。例えば、長手方向の縁１０，１６すべてが、直角でない又は丸
い又は面取りされた縁であってもよく、或いは、（特許文献２に記載されたたばこ用パッ
ケージにあるように）主要な横方向の縁１１，１７すべてが、直角でない又は丸い又は面
取りされた縁であってもよい。或いは、いくつかの長手方向の縁１０，１６及び横方向の
縁１１，１７が、直角でない又は丸い又は面取りされた長手方向の縁１０，１６及び横方
向の縁１１，１７を有するように、直角でない丸い縁であってもよい。
【００４６】
　図示しない別の実施形態において、ハードパッケージ１は、特許文献３に記載のたばこ
用パッケージと似ていてもよく、この場合において、大きい方の側壁６，１２のそれぞれ
は、外方に凸状であり、平らな中央部分と、直角でない鋭い長手方向の縁１０，１６に沿
って平らな中央部分を小さい方の側壁７，１３に接続する２つの湾曲した横の折りたたみ
ストリップとを有する。
【００４７】
　図示しない別の実施形態において、ハードパッケージ１は、特許文献４に記載のたばこ
用パッケージと似ていてもよく、この場合において、大きい方の側壁６，１２のそれぞれ
は、外方に凸状であり、平らな中央部分と、直角でない鋭い横方向の縁１１，１７に沿っ
て平らな中央部分を壁８，９，１４，１５に接続する２つの湾曲した横の折りたたみスト
リップとを有する。
【００４８】
　前述のようなハードパッケージ１は、製造が迅速且つ容易であり、包装箱２内のたばこ
の優れた機械的保護を提供し、素早く且つ簡単に開くことが可能であるといった、様々な
利点を有する。それと同時に、どんなにパッケージが使用されても、蓋４が知らずに開く
ことが略防止される。
【００４９】
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　前述のようなハードパッケージ１の多数の利点を鑑みると、ハードパッケージ１の形状
は、カートンのたばこ用パッケージ又はシガーのパッケージのような他のタイプのたばこ
用の硬い包装箱の製品に全体的に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明による閉位置のたばこ用ハードパッケージの正面斜視図である。
【図２】開位置の図１のたばこ用ハードパッケージの正面斜視図である。
【図３】閉位置の図１のたばこ用ハードパッケージを、破線によって示されるパッケージ
の様々な内部の構成部分と共に正面図で示している。
【図４】開位置の図１のたばこ用ハードパッケージを、破線によって示されるパッケージ
の様々な内部の構成部分と共に正面図で示している。
【図５】図１のたばこ用ハードパッケージを製造するための１番目の半加工品の平面図で
ある。
【図６】図１のたばこ用ハードパッケージを製造するための２番目の半加工品の平面図で
ある。
【図７】本発明による閉位置の別のたばこ用ハードパッケージの正面斜視図である。
【図８】開位置の図７のたばこ用ハードパッケージの正面斜視図である。
【図９】閉位置の図７のたばこ用ハードパッケージを、破線によって示されるパッケージ
の様々な内部の構成部分と共に正面図で示している。
【図１０】開位置の図１のたばこ用ハードパッケージを、破線によって示されるパッケー
ジの様々な内部の構成部分と共に正面図で示している。
【図１１】図７のたばこ用ハードパッケージを製造するための１番目の半加工品の平面図
である。
【図１２】図７のたばこ用ハードパッケージを製造するための２番目の半加工品の平面図
である。
【図１３】図１１に示す１番目の半加工品の別の実施形態の平面図である。
【図１４】本発明による閉位置のたばこ用ハードパッケージの正面斜視図である。
【図１５】開位置の図１４のたばこ用ハードパッケージの正面斜視図である。
【図１６】閉位置の図１４のたばこ用ハードパッケージを、破線によって示されるパッケ
ージの様々な内部の構成部分と共に正面図で示している。
【図１７】開位置の図１４のたばこ用ハードパッケージを、破線によって示されるパッケ
ージの様々な内部の構成部分と共に正面図で示している。
【図１８】図１４のたばこ用ハードパッケージを製造するための１番目の半加工品の平面
図である。
【図１９】図１４のたばこ用ハードパッケージを製造するための２番目の半加工品の平面
図である。
【図２０】図１８に示す１番目の半加工品の別の実施形態の平面図である。
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