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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　品物の一方側を目視可能に収納する凹部、及び、前記凹部の外縁に位置する略平板状の
外縁部、を備え、透過性部材により構成されたパック部材と、
　前記パック部材の前記外縁部の前記一方側に設けられる、一方側プレートと、
　前記パック部材の前記外縁部の他方側に位置して前記一方側プレートと協働して当該外
縁部を挟み込み固定する挟み領域を備え、前記凹部に収納された前記品物の他方側を覆う
ように前記パック部材に取り付けられる他方側プレートと、
を有する品物用梱包物であって、
　前記他方側プレートは、
　当該他方側プレートを所定の方向に沿って横断するように形成された一対の第１ミシン
目を備えており、
　前記パック部材は、
　前記第１ミシン目に対応する部位に前記パック部材を前記所定の方向に沿って形成され
た一対の第２ミシン目を備えている
ことを特徴とする品物用梱包物。
【請求項２】
　請求項１記載の品物用梱包物において、
　前記パック部材は、樹脂材料により構成されており、
　前記一方側プレート及び前記他方側プレートは、紙部材により構成されている
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ことを特徴とする品物用梱包物。
【請求項３】
　請求項２記載の品物用梱包物において、
　前記他方側プレートは、
　前記パック部材の前記外縁部のうち前記第２ミシン目に挟まれた帯状領域の端部を露出
可能な他方側開口部を、前記一対の第１ミシン目の近傍に備えている
ことを特徴とする品物用梱包物。
【請求項４】
　請求項３記載の品物用梱包物において、
　前記一方側プレートは、
　前記パック部材のうち前記第２ミシン目に挟まれた帯状領域の端部を露出可能な一方側
開口部をさらに備えている
ことを特徴とする品物用梱包物。
【請求項５】
　請求項２乃至請求項４のいずれか１項記載の品物用梱包物において、
　前記一対の第１ミシン目は、
　前記他方側プレートに、第１間隔をおいて互いに対向するように形成されており、
　前記一対の第２ミシン目は、
　前記パック部材の前記第１ミシン目に対応する部位に、前記第１間隔よりも小さな第２
間隔をおいて互いに対向するように形成されている
ことを特徴とする品物用梱包物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、品物を梱包するための品物用梱包物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、梱包された品物を目視可能に収納する品物用の梱包物が知られている。この梱包
物は、透明なパック部材と、台紙等のプレートから構成されている。パック部材には品物
の前面側を収納する凹部が形成されており、この凹部に品物を収納した状態でパック部材
にプレートが固定されることで、品物が梱包される。
【０００３】
　このとき、プレートの凹部に対応する部位には、プレートを横断するように一対のミシ
ン目が設けられている。品物を取り出す際には、ユーザは、ミシン目を破断しつつ当該一
対のミシン目の間の領域（ミシン目間領域）を引き剥がすことで、容易にパック部材を開
封し、凹部を露出させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２９１１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来技術には以下の課題が存在する。すなわち、上記のようにして
、プレートの１対のミシン目の間の領域をユーザが引き剥がしていくとき、誤ってミシン
目から逸れた方向にプレートが破れてしまう可能性がある。この場合、ユーザは、再度、
別の箇所から引き剥がしを行わなければならず、梱包を迅速に開封することが難しかった
。
【０００６】
　本発明の目的は、プレートがミシン目から逸れて破れるのを防止することで、迅速な開
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封を確実に行える品物用梱包物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本願発明は、品物の一方側を目視可能に収納する凹部、及
び、前記凹部の外縁に位置する略平板状の外縁部、を備え、透過性部材により構成された
パック部材と、前記パック部材の前記外縁部の前記一方側に設けられる、一方側プレート
と、前記パック部材の前記外縁部の他方側に位置して前記一方側プレートと協働して当該
外縁部を挟み込み固定する挟み領域を備え、前記凹部に収納された前記品物の他方側を覆
うように前記パック部材に取り付けられる他方側プレートと、を有する品物用梱包物であ
って、前記他方側プレートは、当該他方側プレートを所定の方向に沿って横断するように
形成された一対の第１ミシン目を備えており、前記パック部材は、前記第１ミシン目に対
応する部位に前記パック部材を前記所定の方向に沿って形成された一対の第２ミシン目を
備えていることを特徴とする。
【０００８】
　本願発明は、透過性部材により構成されたパック部材を有している。パック部材には、
凹部が備えられており、凹部に品物が収納されることにより、品物の一方側（例えば前面
側）が目視可能となる。パック部材には、凹部に収納された品物の他方側（例えば背面側
）を覆うように、他方側プレートが取り付けられる。これにより、凹部に収納された品物
が安定的に保持される。
【０００９】
　また、パック部材のうち、凹部の外縁には、略平板状の外縁部が備えられている。パッ
ク部材の外縁部の一方側（例えば品物の前面側）には一方側プレートが設けられる。この
とき、上記他方側プレートには、パック部材の外縁部の他方側に位置するように挟み領域
が備えられている。パック部材の外縁部は、これら一方側プレートと、他方側プレートの
挟み領域とによって厚さ方向に挟み込まれる。このような挟み込み構造により、一方側プ
レート、パック部材、他方側プレートの３層が固定され、品物が保持される。
【００１０】
　このような３層構造により保持された品物を取り出す際には、ユーザは他方側プレート
をパック部材から引き剥がすことによって開封し、パック部材の凹部を露出させる。その
引き剥がしを容易とするために、本願発明では、他方側プレートに、一対の第１ミシン目
が設けられている。この第１ミシン目は他方側プレートを所定の方向に沿って横断するよ
うに形成されていることから、ユーザはこの第１ミシン目を破断しつつ当該一対の第１ミ
シン目の間の領域（＝第１ミシン目間領域）を上記所定の方向へと容易に引き剥がすこと
ができる。
【００１１】
　そして本願発明では、この他方側プレートの引き剥がしをさらに容易にするために、パ
ック部材のうち上記一対の第１ミシン目に対応する部位にも、一対の第２ミシン目が設け
られている。この第２ミシン目も、上記第１ミシン目と同様、パック部材を上記所定の方
向に沿って形成されている。これにより、ユーザは、他方側プレートを手前側にして上記
のように第１ミシン目間領域を引き剥がそうとするときには、ユーザから見て当該第１ミ
シン目間領域の奥側にあるパック部材の第２ミシン目を破断して上記所定の方向へ引き剥
がすようにすればよい。これにより、その一対の第２ミシン目の間の領域（＝第２ミシン
目間領域）とともに、上記第１ミシン目間領域を併せて一体的に引き剥がすことができる
。
【００１２】
　このようにして、本願発明では、他方側プレートの第１ミシン目間領域とパック部材の
第２ミシン目間領域とが一体的に引き剥がされる構造となっている。すなわち、例えば樹
脂材料から構成されることが多いパック部材の第２ミシン目間領域が、通常紙部材から構
成されることが多い他方側プレートの第１ミシン目間領域とともに、ユーザによって引き
剥がされる。これにより、剛性の大きなパック部材の第２ミシン目間領域によって、ユー
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ザへの引き剥がし方向（上記所定の方向）のガイド機能を向上することができる。この結
果、他方側プレートのみにミシン目が設けられる場合のように、ミシン目が順次破断して
いく途中で誤ってミシン目から逸れた方向に他方側プレートが破れていくのを防止できる
。したがって、ユーザは迅速かつ確実に梱包を開封することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、他方側プレートがミシン目から逸れて破れるのを防止することができ
るので、梱包の迅速な開封を確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施の形態の梱包物の全体構成を表す斜視図、縦断面図、及び背面図
である。
【図２】梱包物の分解斜視図である。
【図３】後プレートの背面図、パック部材の背面図、前プレートの背面図、及び、後プレ
ートとパック部材と前プレートを組み付けた状態の背面図である。
【図４】梱包物を開封している状態の背面図である。
【図５】ミシン目を凹部に対応した部位に設けた変形例における梱包物の全体構成を表す
斜視図、縦断面図、及び背面図である。
【図６】梱包物の分解斜視図である。
【図７】後プレートの正面図、パック部材の背面図、前プレートの正面図、及び、後プレ
ートとパック部材と前プレートを組み付けた状態の背面図である。
【図８】梱包物を開封している状態の背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の一実施の形態を図面を参照しつつ説明する。先ず、図１を用いて、本実
施形態における梱包物の全体構成を説明する。
【００１６】
　図１、図２、及び図３に示すように、本実施形態では、例えば印字装置等の電子機器や
、電池・カートリッジ等の電子機器の付属品等からなる、品物Ｑが、梱包物Ｐによって梱
包された状態で店頭に陳列される。梱包物Ｐは、透明な樹脂材料等の透過性部材によって
構成されたパック部材１と、パック部材１の一方側、例えば前面側に設けられ紙部材から
構成される前プレート４（一方側プレート）と、パック部材１の他方側、例えば背面側に
設けられる紙部材による後プレート５（他方側プレート）とから構成されている。
【００１７】
　パック部材１には、例えば矩形凹陥状の凹部２が備えられており、この凹部２に品物Ｑ
が収納されることにより、品物Ｑの一方側である例えば前面側（図１（ａ）中手前側、図
１（ｂ）中奥側、図１（ｃ）中左側）が目視可能となっている。また、パック部材１には
、凹部２に収納された品物Ｑの他方側である例えば背面側（図１（ａ）中奥側、図１（ｂ
）中手前側、図１（ｃ）中右側）を覆うように、例えば厚紙質の上記後プレート５が取り
付けられる。これにより、凹部２に収納された品物Ｑが安定的に保持される。
【００１８】
　また、パック部材１のうち、凹部２の外縁には、略平板状の外縁部３が備えられている
。パック部材１の外縁部３の前面側に、上記前プレート４が設けられる。この前プレート
４の面方向中央側には、パック部材１の凹部２を貫通させるための開口部４ａが形成され
ている。このとき、上記後プレート５には、パック部材１の外縁部３の背面側に位置する
ように挟み領域５ａが備えられている。パック部材１の外縁部３は、これら前プレート４
と、後プレート５の挟み領域５ａとによって厚さ方向に挟み込まれる（図１（ｃ）、図２
等参照）。このような挟み込み構造により、前プレート４、パック部材３、後プレート５
の３層が固定され、品物Ｑが保持される。
【００１９】
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　このような３層構造により保持された品物Ｑを取り出す際には、ユーザは後プレート５
をパック部材１から引き剥がすことによって開封し、パック部材１の凹部２を露出させる
。その引き剥がしを容易とするために、本実施形態では、図１（ｂ）、図３（ａ）、図３
（ｄ）等に示すように、後プレート５に、一対の第１ミシン目６，６が設けられている。
これら第１ミシン目６，６は後プレート５を所定の方向（この例では、図１（ｂ）、図３
（ａ）、図３（ｄ）等の左右方向）に沿って横断するようにそれぞれ形成されている。ま
た、これら一対の第１ミシン目６，６は、後プレート５に、互いに第１間隔ｔ１（図３（
ｄ）参照）をおいて互いに対向するように形成されている。これにより、ユーザはこれら
の第１ミシン目６，６を破断しつつ、後プレート５のうち当該一対の第１ミシン目６，６
の間の領域（以下適宜、第１ミシン目間領域という。図３（ａ）、図３（ｄ）、図４参照
）Ｓ１を上記所定の方向へと容易に引き剥がすことができる。
【００２０】
　そして本実施形態では、この後プレート５の引き剥がしをさらに容易にするために、図
３（ｂ）に示すように、パック部材１の外縁部３のうち上記一対の第１ミシン目６，６に
対応する部位にも、一対の第２ミシン目７，７が設けられている。この第２ミシン目７も
、上記第１ミシン目６と同様、パック部材１を上記所定の方向に沿って形成されている。
この場合における第２ミシン目７，７の形成位置は、パック部材１のうち、中間の凹部２
を跨る左右の外縁部３に、それぞれ設けられている。また、このとき、これら一対の第２
ミシン目７，７は、パック部材１の外縁部３のうち、上記後プレート５の第１ミシン目６
に対応する部位において、上記第１間隔ｔ１よりも小さな第２間隔ｔ２（図３（ｄ）参照
）をおいて互いに対向するように形成されている。
【００２１】
　また、後プレート５の挟み領域５ａは、図３（ａ）に示すように、略Ｕ字状凹部となっ
て切欠形成された開口部８（他方側開口部）を、一対の第１ミシン目６の近傍に備えてい
る。この開口部８により、パック部材１のうち第２ミシン目７，７に挟まれた帯状領域（
以下適宜、第２ミシン目間領域という。図３（ｂ）、図３（ｄ）、図４参照）Ｓ２の端部
を露出可能となっている。
【００２２】
　さらに、前プレート４は、図３（ｃ）に示すように、略Ｕ字状凹部となって切欠形成さ
れた開口部９（一方側開口部）をさらに備えている。この開口部９の位置は、上記した開
口部８の位置に対応させている。これにより、パック部材１の外縁部３のうち第２ミシン
目７，７に挟まれた上記第２ミシン目間領域Ｓ２の端部を、露出可能となっている。
【００２３】
　以上説明したように、本実施形態の梱包物Ｐにおいては、前プレート４、パック部材３
、後プレート５それぞれが協働して品物Ｑの梱包を行う。そして、後プレート５の第１ミ
シン目間領域Ｓ１とパック部材１の第２ミシン目間領域Ｓ２とが一体的に引き剥がし可能
な構造となっている。これにより、梱包物Ｐを開封する際には、ユーザは、図４に示すよ
うに、後プレート５を手前側にして、ユーザから見て当該第１ミシン目間領域Ｓ１の奥側
にあるパック部材１の第２ミシン目７，７を破断し引き剥がす。これにより、パック部材
１の第２ミシン目間領域Ｓ２が後プレート５の第１ミシン目間領域Ｓ１とともに一体的に
引き剥がされる。
【００２４】
　このような引き剥がし態様となる結果、パック部材１の第２ミシン目間領域Ｓ２によっ
て、ユーザへの引き剥がし方向のガイド機能を向上することができる。この結果、後プレ
ート５のみにミシン目が設けられる場合のように、ミシン目が順次破断していく途中で誤
ってミシン目から逸れた方向に後プレート５が破れていくのを防止できる。したがって、
ユーザは迅速かつ確実に梱包を開封することができる。
【００２５】
　また、本実施形態では特に、パック部材１は、樹脂材料により構成されており、前プレ
ート４及び後プレート５は、紙部材により構成されている。これにより、樹脂材料により
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構成され剛性の大きなパック部材１の第２ミシン目間領域Ｓ２が、紙部材から構成され剛
性の小さな後プレート５の第１ミシン目間領域Ｓ１とともに、ユーザによって引き剥がさ
れるとき、パック部材１の第２ミシン目間領域Ｓ２によって、ユーザへの引き剥がし方向
のガイド機能を確実に向上することができる。
【００２６】
　また、本実施形態では特に、後プレート５に、パック部材１の第２ミシン目領域Ｓ２の
端部を露出可能な開口部８を設けている。これにより、上記のようにして後プレート５を
手前側にして梱包を開封する際に、ユーザはその露出した第２ミシン目領域Ｓ２の端部（
図３（ｄ）、図４参照）を容易かつ確実に把持し、その第２ミシン目領域Ｓ２と後プレー
ト５の第１ミシン目間領域Ｓ１とを一体的に迅速に引き剥がすことができる。
【００２７】
　また、本実施形態では特に、前プレート４は、パック部材１の第２ミシン目領域Ｓ２の
端部を露出可能な開口部９を備えている。これにより、図１（ａ）に示すように、ユーザ
は、前プレート４と後プレート５との中間に位置するパック部材１の第２ミシン目間領域
Ｓ２や第２ミシン目７の存在、あるいは、梱包物Ｐの裏側に存在する後プレート５の第１
ミシン目６の存在等を、確実に認識することができる。
【００２８】
　また、本実施形態では特に、一対の第２ミシン目７，７は、パック部材１の第１ミシン
目６に対応する部位に、当該一対の第１ミシン目６，６の対向する第１間隔ｔ１よりも小
さな、第２間隔ｔ２をおいて互いに対向している。これにより、図４に示すように後プレ
ート５を手前側にして梱包を開封する際、第２ミシン目間領域Ｓ２と第１ミシン目間領域
Ｓ１とを一体的に引き剥がすときの、強度部材（引き剥がし芯）としての役割を、第２ミ
シン目間領域Ｓ２が確実に果たすことができる。また引き剥がされた帯状体Ｕ（図４参照
）において、幅の広い第１ミシン目間領域Ｓ１から幅の狭い第２ミシン目間領域Ｓ２はは
み出さないようにできるので、第２ミシン目７の破断部が露出することがなく、より安全
である。
【００２９】
　なお、本発明は、上記実施形態に限られるものではなく、その趣旨及び技術的思想を逸
脱しない範囲内で種々の変形が可能である。そのような変形例の一つを図５～図８により
説明する。上記実施形態と同等の部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略又は簡略化
する。
【００３０】
　上記実施形態においては、後プレート５の凹部２に対応する部位に凹部２を跨るように
一対の第１ミシン目６，６が設けられ、これに対応するパック部材１の外縁部３に一対の
第２ミシン目７，７が設けられていた。本変形例では、これに代えて、図１（ａ）～（ｃ
）、図２、図３（ａ）～（ｄ）にそれぞれ対応する図５（ａ）～（ｃ）、図６、図７（ａ
）～（ｄ）に示すように、後プレート５のうち、凹部２から（この例では上方に）外れた
部位に一対の第１ミシン目６，６を設け、これに対応するパック部材１の外縁部３に一対
の第２ミシン目７，７を設けている。
【００３１】
　すなわち、本変形例では、パック部材１の略平板状の外縁部３のうち、一端側（図５（
ａ）、図５（ｂ）中上端側）の領域３Ａのみが他の領域３Ｂよりも幅広でやや大きくなっ
ている。本変形例では、図７（ａ）に示すように、後プレート５のうち上記外縁部３の領
域３Ａに対応した挟み領域５ａに、凹部２に近接するように、一対の第１ミシン目６，６
が設けられている。これら第１ミシン目６，６は、後プレート５を所定の方向（この例で
は図５（ｂ）の左右方向）に沿って横断するように形成されている。これにより、ユーザ
はこれら第１ミシン目６，６を破断しつつ、当該一対の第１ミシン目６の間の第１ミシン
目間領域Ｓ１を上記所定の方向へと容易に引き剥がすことができる。
【００３２】
　このとき、前述したように、パック部材１の外縁部３のうち上記一対の第１ミシン目６
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に対応する部位、すなわち上記領域３Ａに、一対の第２ミシン目７，７が設けられている
。この第２ミシン目７，７も、上記第１ミシン目６，６と同様、凹部２の近傍においてパ
ック部材１を横断するように形成されている。なお、上記実施形態と同様、第２ミシン目
７，７の間の第２間隔ｔ２は、第１ミシン目６，６の間の第１間隔ｔ１よりも小さくなっ
ている。
【００３３】
　また、後プレート５の挟み領域５ａには、上記実施形態と同様、パック部材１の外縁部
３の領域３Ａの第２ミシン目間領域Ｓ２の端部を露出させる開口部８が備えられている。
さらに、前プレート４には、上記実施形態と同様、上記第２ミシン目間領域Ｓ２の端部を
露出させる開口部９を備えている。
【００３４】
　以上説明した変形例においても、上記実施形態と同様の効果を得る。すなわち、ユーザ
は、図８に示すように、後プレート５を手前側にして、パック部材１の第２ミシン目間領
域Ｓ２と後プレート５の第１ミシン目間領域Ｓ１とを一体的に引き剥がすことができる。
これにより、パック部材１の第２ミシン目間領域Ｓ２によって、ユーザへの引き剥がし方
向のガイド機能を向上できるので、上記実施形態と同様、ユーザは迅速かつ確実に梱包を
開封することができる。
【００３５】
　また、以上既に述べた以外にも、上記実施形態や変形例による手法を適宜組み合わせて
利用しても良い。
【００３６】
　その他、一々例示はしないが、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲内において、種々
の変更が加えられて実施されるものである。
【符号の説明】
【００３７】
　１　　　　　　　パック部材
　２　　　　　　　凹部
　３　　　　　　　外縁部
　４　　　　　　　前プレート（一方側プレート）
　５　　　　　　　後プレート（他方側プレート）
　６　　　　　　　第１ミシン目
　７　　　　　　　第２ミシン目
　８　　　　　　　開口部（他方側開口部）
　９　　　　　　　開口部（一方側開口部）
　Ｐ　　　　　　　梱包物
　Ｑ　　　　　　　品物
　Ｓ１　　　　　　第１ミシン目間領域
　Ｓ２　　　　　　第２ミシン目間領域
　ｔ１　　　　　　第１間隔
　ｔ２　　　　　　第２間隔
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