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(57)【要約】
【課題】容器本体から取り外された蓋体の姿勢に拘わら
ず、蓋体から液状化粧料が漏出することなく、太いライ
ンを描くことができる液状化粧料容器を提供する。
【解決手段】液状化粧料を含浸した含浸体１１を内部に
収容した蓋体２が、太い塗布体３を先端に保持した容器
本体１に装着されると、太い塗布体３の先端面の傾斜面
３ａが、含浸体１１に突き入れられて容易に侵入し、含
浸体１１に含浸されている液状化粧料を適量保持でき、
液状化粧料を保持した太い塗布体３により太いラインを
描くことができる。また、このように、液状化粧料が、
含浸体１１に含浸された状態で蓋体２に収容されるため
、容器本体１から取り外された蓋体２が、例えば横や逆
さ等の姿勢にされても、蓋体２から液状化粧料が漏出す
ることはない。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液状化粧料を保持可能且つ塗布可能な塗布体と、
　前記塗布体を先端に保持する容器本体と、
　前記液状化粧料を含浸した含浸体と、
　有底筒状を成して前記含浸体を収容し前記塗布体を覆うように前記容器本体に着脱可能
に装着される蓋体と、を具備し、
　前記塗布体の先端面は、当該塗布体の軸線に対する垂直面に対して傾斜する傾斜面を備
え、
　前記蓋体が前記容器本体に装着された状態において、前記塗布体の前記傾斜面が前記含
浸体に突き入れられて侵入することを特徴とする液状化粧料容器。
【請求項２】
　前記塗布体は、筒状の第１の塗布体であり、
　前記第１の塗布体の筒孔に軸線方向に移動可能に収容された第２の塗布体と、
　前記第２の塗布体が先端に設けられ軸線方向に移動可能な移動体と、
　前記移動体が軸線方向に移動するように操作され、前記第２の塗布体を前記第１の塗布
体先端の前記傾斜面から出没可能とする操作部と、を備えたことを特徴とする請求項１記
載の液状化粧料容器。
【請求項３】
　前記第１の塗布体は、弾性体又は樹脂で形成されると共に、外周面に植毛が施されてい
ることを特徴とする請求項２記載の液状化粧料容器。
【請求項４】
　前記第２の塗布体は、繊維で形成されていることを特徴とする請求項２又は３記載の液
状化粧料容器。
【請求項５】
　前記含浸体を収容すると共に前記蓋体に軸線方向に移動可能に収容された中皿と、
　前記蓋体に設けられ、前記中皿を前記蓋体の開放端側へ付勢する付勢手段と、
　前記蓋体の開放端側の内周面に設けられ、前記蓋体を前記容器本体に着脱可能に装着す
るための装着部と、を備え、
　前記中皿は、前記蓋体が前記容器本体に装着された状態において、前記蓋体の有底筒状
の底部側に位置する一方で、前記蓋体が前記容器本体から取り外された状態において、前
記付勢手段により付勢されて前記開放端側へ移動し前記装着部を内側から覆い隠すことを
特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の液状化粧料容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液状化粧料を塗布するための液状化粧料容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、容器側ではなく蓋体（キャップ）側に液状化粧料を収容し使用に供する液状化粧
料容器が知られている（例えば、特許文献１参照）。この液状化粧料容器では、容器本体
の先端に、フェルト等より成り先細でボールペンのペン先のような外形を呈し例えばアイ
ライナー化粧料等の液状化粧料を含浸・保持可能な塗布具を備えると共に、この塗布具を
覆うように容器本体に着脱可能に装着される有底筒状の蓋体を備え、蓋体の開放端側が封
止部材により閉じられることにより、封止部材から有底筒状の底部側に液状化粧料を収容
するタンク室が形成され、当該タンク室に液状化粧料が収容される。封止部材の略中央部
には小穴が開口されており、蓋体が容器本体に装着された状態では、塗布具の先端部が封
止部材の小穴を通してタンク室に進入し、液状化粧料に浸漬した状態となっている。液状
化粧料を塗布に供すべく、蓋体が容器本体から取り外された状態では、塗布具には液状化
粧料が含浸・保持されており、この塗布具により液状化粧料を被塗布部に塗布できるよう
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になっている。そして、蓋体を容器本体から取り外した状態にあっては、封止部材の小穴
は開いた状態となるが、液状化粧料の粘度が比較的高いため、タンク室の液状化粧料は小
穴を通して漏出しないとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－７０３１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、例えばアイライナー化粧料によりアイラインを描く際に、従来に比して太いラ
インを描きたいというニーズがある。このような太いアイラインを簡単に描くには、太い
（大径の）塗布体を用いれば良いが、太い塗布体を上記液状化粧料容器に採用する場合に
は、塗布体を通す小穴を大きくする必要がある。このように小穴を大きくすると、容器本
体から取り外した蓋体を、その開放端が上方を向くように置いたとしても、蓋体が倒れて
しまえば、タンク室の液状化粧料が穴を通して漏出してしまう。また、蓋体を、例えば横
や逆さ（開口側を下向きにする）等の姿勢にすれば、タンク室の液状化粧料は穴を通して
漏出してしまう。
【０００５】
　そこで、本発明は、容器本体から取り外された蓋体の姿勢に拘わらず、蓋体から液状化
粧料が漏出することなく、太いラインを描くことができる液状化粧料容器を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による液状化粧料容器は、液状化粧料を保持可能且つ塗布可能な塗布体と、塗布
体を先端に保持する容器本体と、液状化粧料を含浸した含浸体と、有底筒状を成して含浸
体を収容し塗布体を覆うように容器本体に着脱可能に装着される蓋体と、を具備し、塗布
体の先端面は、当該塗布体の軸線に対する垂直面に対して傾斜する傾斜面を備え、蓋体が
容器本体に装着された状態において、塗布体の傾斜面が含浸体に突き入れられて侵入する
ことを特徴としている。
【０００７】
　このような液状化粧料容器によれば、液状化粧料を含浸した含浸体を内部に収容した蓋
体が、太い塗布体を先端に保持した容器本体に装着されると、太い塗布体は、その先端面
が傾斜面を有するため、当該傾斜面が、含浸体に突き入れられて容易に侵入し、含浸体に
含浸されている液状化粧料を適量保持できる。このため、液状化粧料を保持した太い塗布
体を用いて太いラインを描くことができる。また、このように、液状化粧料は、含浸体に
含浸された状態で蓋体に収容されているため、容器本体から取り外された蓋体が、例えば
横や逆さ等の姿勢にされても、蓋体から液状化粧料が漏出することはない。
【０００８】
　ここで、塗布体は、筒状の第１の塗布体であり、第１の塗布体の筒孔に軸線方向に移動
可能に収容された第２の塗布体と、第２の塗布体が先端に設けられ軸線方向に移動可能な
移動体と、移動体が軸線方向に移動するように操作され、第２の塗布体を第１の塗布体先
端の傾斜面から出没可能とする操作部と、を備えているのが好ましい。このような構成を
採用した場合、操作部の操作により移動体を後退させ、第２の塗布体を第１の塗布体先端
の傾斜面から没入させることによって、第１の塗布体により太いラインを描くことができ
る。また、操作部の操作により移動体を前進させ、第２の塗布体を第１の塗布体先端の傾
斜面から出現させることによって、第２の塗布体により細いラインを描くことができる。
このように、一つの容器で太いラインも細いラインも描くことができる。
【０００９】
　ここで、液状化粧料を保持すべく、第１の塗布体を、例えば、繊維を束ねたものやウレ
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タンスポンジ等の多孔質材とした場合、筒孔を中心部からずれないように開けるのは技術
的に非常に困難である。
【００１０】
　そこで、第１の塗布体を、弾性体又は樹脂で形成することにより、筒孔を中心部に精度
良く且つ容易に開けることができる。また、弾性体や樹脂は、吸水性を備えていないが、
外周面に植毛を施すことにより、液状化粧料を容易に保持でき（液状化粧料の液含みが良
く）、塗布に供することができる。
【００１１】
　また、第２の塗布体は、繊維で形成されていると、液状化粧料を容易に保持（吸蔵）で
きると共に、塗布時の触感が良く且つ容易に細いラインを描くことができる。
【００１２】
　また、含浸体を収容すると共に蓋体に軸線方向に移動可能に収容された中皿と、蓋体に
設けられ、中皿を蓋体の開放端側へ付勢する付勢手段と、蓋体の開放端側の内周面に設け
られ、蓋体を容器本体に着脱可能に装着するための装着部と、を備え、中皿は、蓋体が容
器本体に装着された状態において、蓋体の有底筒状の底部側に位置する一方で、蓋体が容
器本体から取り外された状態において、付勢手段により付勢されて開放端側へ移動し装着
部を内側から覆い隠す構成であるのが好ましい。このように、蓋体が容器本体から取り外
された状態において、中皿が、移動して装着部を内側から覆い隠すため、塗布体に付着し
た余分な液状化粧料を蓋体の開放端側で扱く際に、中皿で扱くことになり、装着部に対し
て液状化粧料が付着することを回避でき、装着部に付着した液状化粧料が固化し蓋体を容
器本体に装着できない等の不具合の発生を防止できる。
【発明の効果】
【００１３】
　このように本発明によれば、容器本体から取り外された蓋体の姿勢に拘わらず、蓋体か
ら液状化粧料が漏出することなく、太いラインを描くことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る液状化粧料容器を示す外観図である。
【図２】図１に示す液状化粧料容器の縦断面図である。
【図３】図２に示す液状化粧料容器から蓋体を取り外し第２の塗布体を繰り出した状態を
示す縦断面図である。
【図４】図３の先端側の斜視図である。
【図５】図２に示す液状化粧料容器から取り外された蓋体を示す縦断面図である。
【図６】図５に示す蓋体の破断斜視図である。
【図７】図６に示す蓋体を容器本体に装着したときの蓋体の状態を示す破断斜視図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明による液状化粧料容器の好適な実施形態について図１～図７を参照しなが
ら説明する。図１は、本発明の実施形態に係る液状化粧料容器を示す外観図、図２は、図
１の縦断面図、図３は、図２から蓋体を取り外し第２の塗布体を繰り出した状態を示す縦
断面図、図４は、図３の先端側の斜視図、図５は、容器本体から取り外された蓋体を示す
縦断面図、図６は、図５に示す蓋体の破断斜視図、図７は、図６に示す蓋体を容器本体に
装着したときの蓋体の状態を示す破断斜視図である。
【００１６】
　本実施形態の液状化粧料容器は、蓋体（キャップ）内に液状化粧料を含むものであり、
蓋体を容器から取り外した状態で直ちに容器先端の塗布体によりラインを描くことができ
るものである。液状化粧料は、ここでは、特に好適であるとして、アイライナー化粧料と
され、従って、液状化粧料容器は、アイライナー化粧料容器とされている。
【００１７】
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　図１及び図２に示すように、アイライナー化粧料容器１００は、容器本体１と、容器本
体１に着脱可能に装着される蓋体２とにより外観が構成され、容器本体１の先端部に、ア
イライナー化粧料を塗布するための塗布体を備える。塗布体としては、大径で太い第１の
塗布体３と、第１の塗布体３内に配置された小径で細い第２の塗布体４との２種類が設け
られる。
【００１８】
　第１の塗布体３は、図３及び図４に示すように、円筒状に構成され、その先端面に、軸
線に対する垂直面に対して傾斜する傾斜面３ａを備えると共に、その筒状部分３ｂの外周
面に、植毛３ｃを備えている。傾斜面３ａは、円筒を斜めに切ったものであるから、円筒
面より広い面積の楕円筒面とされる。植毛３ｃは、ここでは、傾斜面３ａを含む筒状部分
３ｂの先端側一面に施されている。この第１の塗布体３の後端部には鍔部３ｄが設けられ
ると共に、鍔部３ｄより先端側の外周面に、周方向に沿ってローレット３ｅが設けられる
。
【００１９】
　第１の塗布体３の筒状部分３ｂは、弾性体又は樹脂で形成されている。弾性体は、塗布
時の触感が良いため、用いるのが好ましく、ゴムやエラストマーを用いるのが好ましい。
また、樹脂を用いる場合には、ＰＰ（ポリプロピレン）を用いるのが好ましい。植毛３ｃ
は、ここでは、特に好適であるとして、ポリエステルファイバーが用いられている。
【００２０】
　また、第２の塗布体４は、第１の塗布体３の筒孔内に軸線方向移動可能に配置されてい
る。この第２の塗布体４は、ここでは、ナイロンより成る細い繊維を接着剤で固めた繊維
の集束体を研磨したものであり、先端が尖鋭でブラシのような外観を呈する所謂チップで
ある。
【００２１】
　容器本体１は、図３に示すように、第１の塗布体３を保持する保持筒５と、保持筒５の
後端側に連結され軸線方向に長尺な本体筒６と、本体筒６の後端側に連結され使用者によ
り操作される操作部としての操作筒７と、を備え、当該容器本体１内には、操作筒７の操
作により軸線方向に移動する移動体８が収容される。
【００２２】
　保持筒５は、第１の保持筒５ａ及び第２の保持筒５ｂを備える。
【００２３】
　第１の保持筒５ａは、本体筒６に装着されると共に、第１の塗布体３の軸線方向前方へ
の移動を阻止するものであり、その先端部が先細となる円筒状に構成される。第１の保持
筒５ａの軸線方向中程の外周面には、本体筒６に突き当てるための円環状の鍔部５ｃが設
けられると共に、鍔部５ｃより後端側の外周面には、本体筒６に軸線方向に係合し当該第
１の保持筒５ａが先端側へ移動しないようにするための円環状の凹部５ｄが設けられる。
また、第１の保持筒５ａの外周面の鍔部５ｃと凹部５ｄとの間には、本体筒６に周方向に
係合するためのローレット５ｅが設けられる。
【００２４】
　第１の保持筒５ａの鍔部５ｃより先端側の外周面には、蓋体２を着脱可能に装着する装
着部としての雄螺子５ｆが設けられる。第１の保持筒５ａの内周面は、軸線方向中程の位
置に段差５ｇが形成されることで前側が小径とされる。この段差５ｇは、第１の塗布体３
の鍔部３ｄが軸線方向に突き当たる突き当て面とされる。また、第１の保持筒５ａの段差
５ｇより前側の内周面には、第１の塗布体３のローレット３ｅに周方向に係合するローレ
ット５ｈが設けられる。また、第１の保持筒５ａの後端側の内周面には、第２の保持筒５
ｂを軸線方向に装着するための凹部５ｊが円環状に設けられる。
【００２５】
　第２の保持筒５ｂは、第１の保持筒５ａに内挿可能な略円筒状に構成され、後端部に、
第１の保持筒５ａの後端面に突き当てるための鍔部５ｉを備える。第２の保持筒５ｂの鍔
部５ｉより先端側の外周面には、第１の保持筒５ａの凹部５ｊに軸線方向に係合する凸部
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５ｋが円環状に設けられる。
【００２６】
　そして、第１の塗布体３は、その先端側から第１の保持筒５ａ後端の筒孔に内挿され、
その鍔部３ｄが、第１の保持筒５ａの段差５ｇに突き当てられることにより、軸線方向前
側への移動が阻止されると共に、そのローレット３ｅが第１の保持筒５ａのローレット５
ｈに周方向に係合することにより第１の保持筒５ａに回転不能に装着される。そして、第
２の保持筒５ｂは、その先端側から第１の保持筒５ａ後端の筒孔に内挿され、その鍔部５
ｉが第１の保持筒５ａの後端面に突き当てられ、その凸部５ｋが、第１の保持筒５ａの凹
部５ｊに軸線方向に係合することにより、第１の保持筒５ａに軸線方向移動不能に装着さ
れる。この状態で、第２の保持筒５ｂの先端面が第１の塗布体３の後端面に当接し、第１
の塗布体３の鍔部３ｄは、第１の保持筒５ａの段差５ｇと第２の保持筒５ｂの先端面との
間に挟持されることにより、第１の塗布体３は、保持筒５に軸線方向移動不能に装着され
る。この状態で、第１の塗布体３の先端部は、第１の保持筒５ａの先端から所定量が突出
した状態にある。また、この状態で、第１の保持筒５ａと第２の保持筒５ｂとは、アイラ
イナー化粧料の揮散を防止すべく、気密に嵌合した状態にある。
【００２７】
　本体筒６は、円筒状に構成され、先端面に、第１の保持筒５ａの鍔部５ｃが進入し軸線
方向に突き当てられる凹部６ａが設けられる。本体筒６の凹部６ａより後側の内周面には
、第１の保持筒５ａのローレット５ｅに周方向に係合するローレット６ｂが設けられ、ロ
ーレット６ｂより後側の内周面には、第１の保持筒５ａの凹部５ｄに軸線方向に係合する
ための凸部６ｃが円環状に設けられる。また、本体筒６の後端側の内周面には、操作筒７
を装着するための凹部６ｄが円環状に設けられる。
【００２８】
　そして、第１の保持筒５ａは、その後端側から本体筒６の先端の筒孔に内挿され、鍔部
５ｃが本体筒６の凹部６ａに進入して突き当てられ、その凹部５ｄが、本体筒６の凸部６
ｃに軸線方向に係合することにより、本体筒６に軸線方向移動不能に装着されると共に、
そのローレット５ｅが、本体筒６のローレット６ｂに周方向に係合することにより、本体
筒６に回転不能に装着される。
【００２９】
　操作筒７は、有底円筒状に構成され、その内周面に、雌螺子７ａを備える。操作筒７の
先端側は、段差７ｂを介して底部側に比してその外周面が小径とされ、この小径の外周面
に、本体筒６の凹部６ｄに軸線方向に係合する円環状の凸部７ｃが設けられる。
【００３０】
　そして、操作筒７は、その先端側から本体筒６の後端の筒孔に内挿され、その段差７ｂ
が、本体筒６の後端面に突き当てられ、その凸部７ｃが、本体筒６の凹部６ｄに軸線方向
に係合することにより、本体筒６に回転可能且つ軸線方向移動不能に装着される。
【００３１】
　移動体８は、軸線方向に長尺な軸体であり、その先端部に軸線方向にへこむ凹部８ａが
形成され、当該凹部８ａに第２の塗布体４の後端部が進入し嵌合固定されている。また、
移動体８の凹部８ａより後側は円筒状に構成され、その後端部の外周面には、操作筒７の
雌螺子７ａに螺合する雄螺子８ｂが形成されている。また、移動体８の軸線方向中程の外
周面には、操作筒７の先端面に当接することにより移動体８の後退限となる鍔部８ｃが設
けられている。
【００３２】
　そして、移動体８は、第１の塗布体３を備えた保持筒５が本体筒６に装着されていない
状態で、その雄螺子８ｂが、操作筒７の雌螺子７ａに螺合し、図２に示すように、奥まで
螺子込まれることにより、その鍔部８ｃが、操作筒７の先端面に当接し、移動体８は後退
限に達した状態にある。なお、本体筒６の後端部の内周面と操作筒７の先端部の外周面と
の間には、操作筒７の回転操作に適度な抵抗を与えながら円滑に行わせるためのＯリング
９が配置されている。
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【００３３】
　この状態で、前述したように、第１の塗布体３を備えた保持筒５が本体筒６に装着され
、これにより、第１の塗布体３の筒孔の後側から第２の塗布体４が進入する。この状態、
すなわち、移動体８が後退限にある状態にあっては、第２の塗布体４は、その先端が、第
１の塗布体３の先端の傾斜面３ａから没入した状態にある。この状態を初期状態と呼ぶ。
なお、移動体８の先端部の外周面と第２の保持筒５ｂの内周面との間には、アイライナー
化粧料の揮散を防止すべく、Ｏリング１０が気密に配置されている。このＯリング１０は
、移動体８の回り止めとしても機能する。
【００３４】
　蓋体２は、図５及び図６に示すように、有底円筒状に構成され、その内部に、アイライ
ナー化粧料を含浸した含浸体１１を収容する。含浸体１１は、多孔質材とするのが好まし
く、ここでは、特に好ましいとして、ウレタンスポンジが採用される。
【００３５】
　含浸体１１は、中皿１２に収容された状態に蓋体２内に収容される。中皿１２は、略円
筒状の収容部１２ａと、収容部１２ａの奥側（図示左側）の開放端を塞ぎ有底状とする蓋
部１２ｂと、を備え、これらの収容部１２ａ及び蓋部１２ｂにより画成された内部領域に
、アイライナー化粧料を含浸した含浸体１１が収容される。収容部１２ａの開放端側の内
周面には、含浸体１１の開放端側への移動を阻止するためのストッパ１２ｃが、含浸体１
１に向かうように突設される。このような中皿１２は、蓋体２内に軸線方向移動可能に収
容される。
【００３６】
　また、蓋体２の有底筒状の底部側と中皿１２の蓋部１２ｂとの間には、付勢手段として
のコイルバネ１３が介装されており、中皿１２は、コイルバネ１３により、蓋体２の開放
端側へ付勢されている。また、蓋体２の開放端側の内周面には、第１の保持筒５ａの雄螺
子５ｆに螺合する装着部としての雌螺子２ａが設けられている。
【００３７】
　そして、図２に示すように、第２の塗布体４の先端が、第１の塗布体３の先端の傾斜面
３ａから没入した初期状態において、蓋体２の雌螺子２ａが容器本体１の雄螺子５ｆに螺
合し、蓋体２が容器本体１に装着された状態にあっては、第１の保持筒５ａの先端部が、
蓋体２の中皿１２のストッパ１２ｃに当接し、ストッパ１２ｃをコイルバネ１３の付勢力
に抗して押し込み、図２及び図７に示すように、中皿１２を蓋体２の有底筒状の底部側に
位置させる。図２に示すように、この蓋体装着状態では、第１の塗布体３の傾斜面３ａを
含む筒状部分３ｂの先端側が、含浸体１１に突き入れられて（差し込まれるように；突き
刺さるように）侵入する。
【００３８】
　ここで、第１の塗布体３にあっては、弾性体又は樹脂より成る筒状部分３ｂは吸水性を
備えていないため、アイライナー化粧料を保持できないが、植毛３ｃにより、含浸体１１
に含浸されているアイライナー化粧料を適量保持できる。
【００３９】
　また、第１の塗布体３の筒孔に収容されている第２の塗布体４は、ナイロンより成る細
い繊維を接着剤で固めた繊維の集束体のため、その先端部にアイライナー化粧料を適量保
持できる。
【００４０】
　次いで、アイライナー化粧料を塗布に供すべく、蓋体２を容器本体１から取り外すと、
中皿１２のストッパ１２ｃに対する容器本体１側の押し込み力がなくなるため、図５及び
図６に示すように、中皿１２は、コイルバネ１３の付勢力により、蓋体２の開放端側へ移
動し、当該中皿１２の開放端が、蓋体２の開放端とほぼ同一平面上に位置するように移動
する。すなわち、中皿１２の開放端側により、蓋体２の雌螺子２ａが内側から覆い隠され
た状態とされる。
【００４１】
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　ここで、太いアイラインを描きたい場合には、太い第１の塗布体３に適量のアイライナ
ー化粧料が保持されているため、当該第１の塗布体３により塗布を行えば良い。
【００４２】
　一方、例えば目頭や目尻等の細いアイラインを描きたい場合には、操作筒７を回転操作
して移動体８を繰り出し、図３及び図４に示すように、第１の塗布体３の傾斜面３ａから
第２の塗布体４の先端部を突出させる。第２の塗布体４の先端部にも適量のアイライナー
化粧料が保持されているため、当該第２の塗布体４により細いアイラインを描くことがで
きる。
【００４３】
　ここで、第１の塗布体３や第２の塗布体４に付着した余分なアイライナー化粧料は、雌
螺子２ａを内側から覆い隠している中皿１２の開放端側で扱けば良い。
【００４４】
　そして、第２の塗布体４による塗布が終わり、操作筒７を逆方向に回転操作すれば、移
動体８を繰り戻すことができ、第２の塗布体４の先端が、第１の塗布体３の先端の傾斜面
３ａから没入した初期状態に戻すことができる。さらに、蓋体２を容器本体１に装着すれ
ば、図１に示すアイライナー化粧料容器１００となる。
【００４５】
　このように、本実施形態によれば、アイライナー化粧料を含浸した含浸体１１を内部に
収容した蓋体２が、太い塗布体である第１の塗布体３を先端に保持した容器本体１に装着
されると、第１の塗布体３は、その先端面が傾斜面３ａを有するため、当該傾斜面３ａが
、含浸体１１に突き入れられて容易に侵入し、含浸体１１に含浸されているアイライナー
化粧料を適量保持できる。このため、アイライナー化粧料を保持した太い塗布体である第
１の塗布体３を用いて太いラインを描くことができる。また、このように、アイライナー
化粧料は、含浸体１１に含浸された状態で蓋体２に収容されているため、容器本体１から
取り外された蓋体２が、例えば横や逆さ等の姿勢にされても、蓋体２からアイライナー化
粧料が漏出することはない。
【００４６】
　また、本実施形態によれば、操作筒７の操作により移動体８を後退させ、第２の塗布体
４を第１の塗布体３先端の傾斜面３ａから没入させるようにしているため、第１の塗布体
３により太いラインを描くことができる一方で、操作筒７の操作により移動体８を前進さ
せ、第２の塗布体４を第１の塗布体３先端の傾斜面３ａから出現させるようにしているた
め、第２の塗布体４により細いラインを描くことができる。このように、第２の塗布体４
を傾斜面３ａから出没させることで、一つの容器で太いラインも細いラインも描くことが
できる。すなわち、太いラインと細いラインの２種類のラインを選択的に描くことができ
る。
【００４７】
　また、第１の塗布体３を、弾性体又は樹脂で形成しているため、筒孔を中心部に精度良
く且つ容易に開けることができる。また、弾性体や樹脂は、吸水性を備えていないが、筒
状部分３ｂの外周面に植毛３ｃを施しているため、アイライナー化粧料を容易に保持でき
、塗布に供することができる。なお、アイライナー化粧料を保持すべく、第１の塗布体３
を、例えば、繊維を束ねたものやウレタンスポンジ等の多孔質材とした場合、筒孔を中心
部からずれないように開けるのは技術的に非常に困難である。
【００４８】
　また、第２の塗布体４を、繊維で形成しているため、アイライナー化粧料を容易に保持
できると共に、塗布時の触感が良く且つ容易に細いラインを描くことができる。
【００４９】
　また、中皿１２は、蓋体２が容器本体１に装着された状態において、蓋体２の有底筒状
の底部側に位置する一方で、蓋体２が容器本体１から取り外された状態において、コイル
バネ１３により付勢されて蓋体２の開放端側へ移動し雌螺子２ａを内側から覆い隠すため
、塗布体３，４に付着した余分なアイライナー化粧料を蓋体２の開放端側で扱く際に、中
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でき、雌螺子２ａに付着したアイライナー化粧料が固化し蓋体２を容器本体１に装着でき
ない等の不具合の発生を防止できる。
【００５０】
　また、従来技術（特開平９－７０３１４号公報）の液状化粧料容器にあっては、液状化
粧料が低粘度であると使用時にタンク室の液状化粧料が小穴を通して漏出する虞があるが
、本実施形態によれば、粘度は高くても低くても良い。
【００５１】
　また、本実施形態によれば、アイライナー化粧料に塗布体３，４が直接浸漬しないため
、塗布体３，４にアイライナー化粧料が保持され過ぎることがなく、適量を保持できる。
【００５２】
　以上、本発明をその実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記実施形態に限
定されるものではなく、例えば、上記実施形態においては、蓋体２を容器本体１に着脱可
能に装着する装着部を螺子としているが、蓋体２を軸線方向に移動することにより容器本
体１に着脱可能に係合する係合部や嵌合部等の装着部であっても良い。
【００５３】
　また、上記実施形態においては、本体筒６に回転可能に連結された操作部である操作筒
７を回転することにより、第２の塗布体４を進退させるようにしているが、操作部を移動
体８に連結し当該操作部を軸線方向に移動することにより、第２の塗布体４を進退させる
ようにしても良い。
【００５４】
　また、上記実施形態においては、特に好ましいとして、液状化粧料をアイライナー化粧
料とし、容器をアイライナー化粧料容器１００としているが、液状化粧料を例えばアイブ
ロウやヘアマスカラ等の他の液状化粧料とし、容器を他の液状化粧料容器としても良い。
【符号の説明】
【００５５】
　１…容器本体、２…蓋体、２ａ…雌螺子（装着部）、３…第１の塗布体（塗布体）、３
ａ…傾斜面、３ｃ…植毛、４…第２の塗布体、７…操作筒（操作部）、８…移動体、１１
…含浸体、１２…中皿、１３…コイルバネ（付勢手段）、１００…アイライナー化粧料容
器（液状化粧料容器）。
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