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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　宝飾品を収納する宝飾品収納箱であって、
　上端が開口し飾台収容用凹部が形成された箱本体と、この箱本体の上端開口を開閉自在
に取り付けられた蓋体と、を備え、
　前記箱本体の飾台収容用凹部には、第１の宝飾品を飾るための第１の飾台の上に、第２
の宝飾品を飾るための第２の飾台が、重ね合わせ状に前記箱本体に対して出し入れ自在に
挿置されており、
　前記第１の飾台は、前記凹部の内側に丁度納まる幅を有することにより飾台を前記箱本
体に固定する固定水平部と、この固定水平部と連続して上方に傾斜する傾斜部と、この傾
斜部の左右両端と連続して前記傾斜部を所定の傾斜角度に規定する折り返し部と、を有す
る一方、
　前記第２の飾台は、前記凹部に挿置した状態で傾斜して第２の宝飾品を掛け止める傾斜
部と、この傾斜部の左右両端と連続して前記傾斜部を所定の傾斜角度に規定する折り返し
部と、を有し、
　前記第２の飾台が、第１の飾台の上に重ね合わされたときに、第２の飾台の折り返し部
が、第１の飾台の折り返し部と前記箱本体の飾台収容用凹部との間に差し込まれ、第１の
飾台の傾斜部と第２の飾台の傾斜部との間に、前記第１の宝飾品を収納可能な所定の間隔
を保ちつつ、該各傾斜部が略平行となるように重ね合わされ、
　前記蓋体が開かれた状態で、第２の飾台により第１の飾台に飾られた第１の宝飾品が隠
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蔽されるよう構成されていることを特徴とする宝飾品収納箱。
【請求項２】
　前記第１の飾台の傾斜部中央には、第１の宝飾品を挿置して飾るための開口が設けられ
ている請求項１に記載の宝飾品収納箱。
【請求項３】
　前記第２の飾台の傾斜部上端には、第２の宝飾品を掛け止める切り込みが形成されてい
る請求項１又は２に記載の宝飾品収納箱。
【請求項４】
　前記第１の宝飾品は、エンゲージリング又はアニバーサリーリングであり、前記第２の
宝飾品は、ネックレスである請求項１ないし３のいずれかに記載の宝飾品収納箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指輪やネックレス等の宝飾品を収納するための宝飾品収納箱に関し、より詳
しくは、指輪等の宝飾品の収納を工夫することにより結婚を申し込む（プロポーズ）際の
演出効果を高めることができる宝飾品収納箱に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、指輪やネックレス等の宝飾品（ダイヤモンドなどの宝石を有するもの、又は貴金
属からなる指輪、イアリング、ピアス、ネックレスなどの宝石類・貴金属類を初め、宝石
類や貴金属類に属さないアクセサリー等を含む、以下同じ。）は、高価なため、それぞれ
１つ１つ装飾用の布が巻かれた台紙に嵌め込まれて固定されたうえ、宝石箱などの宝飾品
収納箱に入れられた状態で販売されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、蓋体を開放した者に対して、強いインパクトを与え、視覚を
通じて十分な美感を起こさせることにより、消費者の宝石類に対する購買意欲を高めるこ
とができると共に、宝石類をプレゼントされた者に強い感動を与えることのできる宝石箱
を提供することを目的として、上方が開口された箱本体と、該箱本体の上方を開閉可能に
設けられる蓋体とを備え、前記箱本体の中央部に前記宝石類を支持するための宝石用台座
が設けられ、該宝石用台座の周囲に長時間保存可能な花類を支持するための花用台座が設
けられている宝石箱が開示されている（特許文献１の特許請求の範囲の請求項１、図面の
図１，図３等参照）。
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載の宝石箱は、美感を起こさせるものの、宝石箱に入れる台紙
等は、１層構造であり、宝石箱を開けると指輪やネックレス等の宝石類が見え、宝石箱を
開けた瞬間にどのような宝石類のプレゼントであることが明らかとなるものであり、プロ
ポーズの際の演出効果としてのサプライズ感に欠けるという問題があった。
【０００５】
　また、特許文献２には、宝飾物品の保証書等の証明書を、展示、使用の邪魔にならない
ように宝飾物品用包装ケース内に納め、これの紛失を防止することを目的として、箱状を
なすケース本体と、そのケース本体に開閉可能にかぶせられる上蓋と、そのケース本体の
開口部を被うようにそのケース本体に対し着脱可能に装着され、前記流通又は販売に供さ
れる宝飾物品を包装のために保持する表層包装保持体と、前記ケース本体内において前記
表層包装保持体の下側に隠れるように組み込まれて、その表層包装保持体とともに２段以
上の複数段構造をなし、前記流通又は販売に供される宝飾物品を収容しない空の余剰収容
空間を構成して、包装の役割を終えた後には前記表層包装保持体の下側に隠れて宝飾物品
その他の物品を収容可能な下側収容部と、を含むことを特徴とする宝飾物品用包装ケース
が開示されている（特許文献２の特許請求の範囲の請求項１、図面の図１，図２等参照）
。
【０００６】
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　同様に、特許文献３には、陳列に際して嵩張らず、しかも、適宜鑑定書とともに陳列で
きる宝石陳列用部材及び宝石箱を提供することを目的として、矩形状のケース１と、宝石
を載置する載置部材２と、鑑定書を保持する鑑定書保持部材３とを備え、このケース１は
、上面の開口されたケース本体１１と、蓋体１２とからなり、このケース本体１１は、内
部に所定深さの収納部１１ａを有し、この収納部１１ａに載置部材２及び鑑定書保持部材
３を収納できるようになった宝石箱が開示されている（特許文献３の実用新案登録請求の
範囲の請求項１、明細書の段落０００８、図面の図１等参照）。
【０００７】
　これらの特許文献２の宝飾物品用包装ケース、及び特許文献３の宝石箱は、鑑定書を収
納しやすくするために内部が２層構造以上となってはいるものの、特許文献１の宝石箱と
同様に、主要な宝飾物品は、ケースや箱を開けた瞬間に見えることには変わりなく、プロ
ポーズの際の演出としてのサプライズ感に欠けるという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１－６２３９９号公報
【特許文献２】特開平１１－１９２１１７号公報
【特許文献３】実開平６－７５２２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本発明は、前記従来技術の問題点を解決し、主要な宝飾品を隠蔽可能な構成と
することによりプロポーズの際の演出効果の高い宝飾品収納箱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】
【００１０】
　前記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、宝飾品を収納する宝飾品収納箱
であって、上端が開口し飾台収容用凹部が形成された箱本体と、この箱本体の上端開口を
開閉自在に取り付けられた蓋体と、を備え、前記箱本体の飾台収容用凹部には、第１の宝
飾品を飾るための第１の飾台の上に、第２の宝飾品を飾るための第２の飾台が、重ね合わ
せ状に前記箱本体に対して出し入れ自在に挿置されており、前記第１の飾台は、前記凹部
の内側に丁度納まる幅を有することにより飾台を前記箱本体に固定する固定水平部と、こ
の固定水平部と連続して上方に傾斜する傾斜部と、この傾斜部の左右両端と連続して前記
傾斜部を所定の傾斜角度に規定する折り返し部と、を有する一方、前記第２の飾台は、前
記凹部に挿置した状態で傾斜して第２の宝飾品を掛け止める傾斜部と、この傾斜部の左右
両端と連続して前記傾斜部を所定の傾斜角度に規定する折り返し部と、を有し、前記第２
の飾台が、第１の飾台の上に重ね合わされたときに、第２の飾台の折り返し部が、第１の
飾台の折り返し部と前記箱本体の飾台収容用凹部との間に差し込まれ、第１の飾台の傾斜
部と第２の飾台の傾斜部との間に、前記第１の宝飾品を収納可能な所定の間隔を保ちつつ
、該各傾斜部が略平行となるように重ね合わされ、前記蓋体が開かれた状態で、第２の飾
台により第１の飾台に飾られた第１の宝飾品が隠蔽されるよう構成されていることを特徴
とする。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の宝飾品収納箱において、前記第１の飾台の
傾斜部中央には、第１の宝飾品を挿置して飾るための開口が設けられている。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の宝飾品収納箱において、前記第２の
飾台の傾斜部上端には、第２の宝飾品を掛け止める切り込みが形成されている。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項１ないし３のいずれかに記載の宝飾品収納箱において
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、前記第１の宝飾品は、エンゲージリング又はアニバーサリーリングであり、前記第２の
宝飾品は、ネックレスである。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明は、前記のようであって、請求項１に記載の発明によれば、宝飾品を収納する
宝飾品収納箱であって、上端が開口し飾台収容用凹部が形成された箱本体と、この箱本体
の上端開口を開閉自在に取り付けられた蓋体と、を備え、前記箱本体の飾台収容用凹部に
は、第１の宝飾品を飾るための第１の飾台の上に、第２の宝飾品を飾るための第２の飾台
が、重ね合わせ状に前記箱本体に対して出し入れ自在に挿置されており、前記第１の飾台
は、前記凹部の内側に丁度納まる幅を有することにより飾台を前記箱本体に固定する固定
水平部と、この固定水平部と連続して上方に傾斜する傾斜部と、この傾斜部の左右両端と
連続して前記傾斜部を所定の傾斜角度に規定する折り返し部と、を有する一方、前記第２
の飾台は、前記凹部に挿置した状態で傾斜して第２の宝飾品を掛け止める傾斜部と、この
傾斜部の左右両端と連続して前記傾斜部を所定の傾斜角度に規定する折り返し部と、を有
し、前記第２の飾台が、第１の飾台の上に重ね合わされたときに、第２の飾台の折り返し
部が、第１の飾台の折り返し部と前記箱本体の飾台収容用凹部との間に差し込まれ、第１
の飾台の傾斜部と第２の飾台の傾斜部との間に、前記第１の宝飾品を収納可能な所定の間
隔を保ちつつ、該各傾斜部が略平行となるように重ね合わされ、前記蓋体が開かれた状態
で、第２の飾台により第１の飾台に飾られた第１の宝飾品が隠蔽されるよう構成されてい
るので、宝飾品収納箱を受け取った者は、蓋体を開けた瞬間には、第１の宝飾品が隠蔽さ
れており、第２の宝飾品を贈られたと思うが、第２の飾台を外すことで、第１の宝飾品が
現れることとなり、実は第１の宝飾品も贈られたことに気付き、サプライズ感を演出して
、宝飾品を贈られた者の幸福感を高めることができる。このため、プロポーズの際の演出
効果が高く、他社製品との差別化を図ることができる。
【００１５】
　請求項２に記載の発明によれば、請求項１に記載の宝飾品収納箱において、前記第１の
飾台の傾斜部中央には、第１の宝飾品を挿置して飾るための開口が設けられているので、
前記作用効果に加え、第２の飾台を取り外した際の、第１の宝飾品の見栄えがよくなり、
更に、宝飾品を贈られた者の幸福感を高めることができ、プロポーズの際の演出効果が向
上する。
【００１６】
　請求項３に記載の発明によれば、請求項１又は２に記載の宝飾品収納箱において、前記
第２の飾台の傾斜部上端には、第２の宝飾品を掛け止める切り込みが形成されているので
、前記作用効果に加え、第２の装飾品の見栄えもよくなり、更に、宝飾品を贈られた者の
幸福感を高めることができ、プロポーズの際の演出効果が向上する。
【００１７】
　請求項４に記載の発明によれば、請求項１ないし３のいずれかに記載の宝飾品収納箱に
おいて、前記第１の宝飾品は、エンゲージリング又はアニバーサリーリングであり、前記
第２の宝飾品は、ネックレスであるので、宝飾品収納箱を贈られた者は、蓋体を開けると
ネックレスが最初に出てくるため、告白かと思ったら、ただのプレゼントだったと一旦落
胆する。しかし、実は下には告白用のエンゲージリング又はアニバーサリーリングが隠れ
ており、その時告白されたことに気が付くというサプライズ感を演出することができ、そ
のため、宝飾品を贈られた者の幸福感を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施の形態である実施例に係る宝飾品収納箱の正面、右側面、上面を
、蓋体を開いた状態で示す斜視図である。
【図２】同上の宝飾品収納箱の正面、右側面、内面を、第２の飾台を外し、蓋体を開いた
状態で示す斜視図である。
【図３】同上の宝飾品収納箱の正面、右側面、上面を、蓋体を閉じた状態で示す写真であ
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る。
【図４】同上の宝飾品収納箱の箱本体及び蓋体を、蓋体を開いた状態で示す斜視図である
。
【図５】同上の宝飾品収納箱の第１の飾台を示す斜視図である。
【図６】同上の第１の飾台を示す展開図である。
【図７】同上の第１の飾台の開口部に装着される開口部台紙の展開図である。
【図８】同上の第１の飾台の開口部に同上の開口部台紙を折り畳んで装着したうえ、宝飾
品の例としてダイヤモンド付きのエンゲージリングを差し込んだ状態を模式的に示す鉛直
断面図である。
【図９】同上の宝飾品収納箱の第２の飾台を示す斜視図である。
【図１０】同上の第２の飾台を示す展開図である。
【図１１】実施例に係る宝飾品収納箱の第２の飾台に第２の宝飾品としてネックレスを掛
け止め、蓋体を開いた状態で示す写真である。
【図１２】同上の宝飾品収納箱の第１の飾台に第１の宝飾品としてダイヤモンド付きのエ
ンゲージリングを挿置し、第２の飾台を箱本体から取り外した状態で示す写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図面を参照しながら、本発明の一実施の形態である実施例に係る宝飾品収納箱について
説明する。
【実施例】
【００２０】
　図１～図１２を用いて、実施例に係る宝飾品収納箱について説明する。ここでは、第１
の宝飾品としてダイヤモンドが嵌め込まれたエンゲージリング（婚約指輪）を第１の飾台
に挿置し、第２の宝飾品としてネックレス（ペンダントを含む、以下同じ。）を第２の飾
台に掛け止めた場合を例示して説明する。
　但し、前述のように「宝飾品」の文言は、宝石類や貴金属類に属さないアクセサリー等
を含む概念として使用している。
【００２１】
　実施例に係る宝飾品収納箱１は、図１及び図２に示すように、上端が開口した箱本体２
と、この箱本体２の上端開口を開閉自在に取り付けられた蓋体３と、第１の宝飾品を固定
して飾るための第１の飾台４と（図５も参照）、第２の宝飾品を固定して飾るための第２
の飾台５と（図９も参照）、から主に構成された宝飾品を収納・保管する機能を有した箱
である。
　なお、図２は、図１に示した宝飾品収納箱１において、第２の飾台５で隠れる第１の飾
台４が見えるように、第２の飾台５を取り外した状態で示している。
【００２２】
（箱本体及び蓋体）
　先ず、図３及び図４を用いて、箱本体及び蓋体について説明する。
　図に示すように、この箱本体２は、後述の飾台を収容する飾台収容用凹部２０が形成さ
れた、上面が開口した平面視で正方形に近い高さ方向に偏平で正面から見て横長な略直方
体形状の部材であり、蓋体３は、平面視では、箱本体２と略同形の正方形に近いやや横長
の略長方形状であるが、側面視では、上面が丸みの帯びた球面に近い曲面となった部材で
、内側に飾台収容用凹部２０と対応する飾台収容用凹部３０が形成された部材であり、こ
れら箱本体２と蓋体３とは、金属製の蝶番（図示せず）で連結されている。
　このため、箱本体２の飾台収容用凹部２０は、蓋体３により開閉自在となっている。
【００２３】
　なお、図３に示すように、蓋体３を閉めた状態でも外から見える箱本体２及び蓋体３の
外表面には、外面装飾用の生地が貼着され、蓋体３を開いた状態で見える部分である箱本
体２及び蓋体３の内面には、図４に示すように、台紙である厚紙の上に外表面とは別の内
面装飾用の生地が貼着されたうえ、この台紙が箱本体２及び蓋体３の凹部２０，３０に嵌
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め込まれて接着されており、箱本体２と蓋体３との連結部分には、前述の金属製の蝶番を
隠すように同じ内面装飾用の生地が貼り付けられている（図１１，図１２も参照）。
【００２４】
（第１の飾台）
　次に、図５～図８を用いて、第１の飾台について説明する。
　この第１の飾台４は、図５及び図６に示すように、飾台を箱本体２に固定する固定水平
部４０と、この固定水平部４０と連続して上方に傾斜する傾斜部４１と、この傾斜部４１
の左右両端と連続して傾斜部４１を所定の傾斜角度に固定する左右一対の折り返し部４２
，４３と、これら折り返し部４２，４３の上端と連続して折り返す鍔部４４，４５などか
ら構成され、箱本体２の凹部２０に対して出し入れ自在となっているとともに、第１の宝
飾品を固定し、飾り付ける飾り台としての機能を有している。
　なお、この第１の飾台４は、図６の展開図に示す台紙を厚紙から切り出し、前述の内面
装飾用の生地が貼着されたうえ、破線を山折りに、一点鎖線を谷折りにして形成される。
【００２５】
　固定水平部４０は、箱本体２の凹部２０の内側に丁度納まる幅、詳しくは、凹部２０の
内側に嵌め込まれた矩形枠状の台紙を介して丁度納まる幅を有しており、この構成により
、第１の飾台４が凹部２０内で左右にズレることを防ぐ機能を有している。
【００２６】
　傾斜部４１は、第１の宝飾品であるエンゲージリングＥ等を飾り付ける部分であり、第
１の宝飾品の見栄えが良い３０度～５０度程度の所定の角度（本実施例では４０度程度）
の傾斜面からなり、中央に第１の宝飾品であるエンゲージリングＥ等を挿置して飾るため
の開口４６が形成されている。
【００２７】
　この開口４６の裏面には、図７に示すように、図６に示す長方形の台紙（厚紙）から図
の破線を山折りに、一点鎖線を谷折りにして形成された開口部台紙４７が貼着されている
とともに、エンゲージリングＥ等を挿入した際に挟み込んで挟持するのに適した弾力性を
有するスポンジ４８が前述の内面装飾用の生地が貼着されたうえ、開口部台紙４７の内側
に装着されている。
【００２８】
　折り返し部４２，４３は、図６に示すように、それぞれ略直角三角形状であり、図の破
線に沿って山折りに折り返すことで固定水平部４０側の角の内角α（本実施例では４０度
程度）で傾斜部４１の傾斜角度を決める機能を有している。
　また、鍔部４４，４５は、鍔部で折り返し部４２，４３を折り返すことで、折り返し部
４２，４３の強度を増す機能を有している。
【００２９】
（第２の飾台）
　次に、図９及び図１０を用いて、第２の飾台について説明する。
　この第２の飾台５は、図９に示すように、第２の宝飾品を掛け止めて飾る傾斜部５０と
、この傾斜部５０の左右両端と連続して傾斜部５０を所定の傾斜角度に規定する折り返し
部５１，５２などから構成され、前述の第１の飾台４の上に重ねて挿置したうえ箱本体２
の凹部２０に対して出し入れ自在になっているとともに、第２の宝飾品を固定し、飾り付
ける飾り台としての機能を有している。
　なお、この第２の飾台５も、第１の飾台４と同様に、図１０の展開図に示す台紙を厚紙
から切り出し、前述の内面装飾用の生地が貼着されたうえ、破線を山折りにして形成され
る。
【００３０】
　傾斜部５０は、第２の宝飾品であるネックレス等を飾り付ける部分であり、第２の宝飾
品の見栄えが良い３０度～５０度程度の所定の角度（本実施例では４０度程度）の傾斜面
からなり、この傾斜部５０の上端には、ネックレス等を掛け止める切り込み５３，５４が
形成されたうえ、裏面上端付近には、箱本体２から取り外す際の摘みとなる摘み部５５が
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接着されている。
【００３１】
　また、これらの切り込み５３，５４は、２６ｍｍ程度の間隔をおいて形成された、左右
一対の幅３ｍｍ、深さ６ｍｍ程度の切り込みであるが、勿論、第２の宝飾品の太さや厚み
に応じて切り込みの数を含め幅や切り込み深さ等適宜設計変更可能である。
　なお、傾斜部５０の裏面には、ネックレス等の余った部分を収納する封筒等が貼着され
ていると、美しく飾り付けられるので好ましい。
【００３２】
　そして、折り返し部５１，５２は、図１０に示すように、それぞれ傾斜部５０と連続す
る部分を斜辺とし、その対角βが丸く曲線状に成形された略三角形の形状をした部分であ
り第２の飾台５が箱本体２内に挿置され、この折り返し部５１，５２が、第１の飾台４の
折り返し部４２，４３と箱本体２の凹部２０との間に差し込まれることにより、丸角β及
び傾斜部５０の下端が挿置された箱本体２の底に当接することで、第１の宝飾品であるエ
ンゲージリングの宝石部分を収納できるだけの所定の間隔を取って、第１の飾台４の傾斜
部４１と第２の飾台５の傾斜部５０とが略平行になるよう重ねて第２の飾台５を箱本体２
に挿置できる構成となっている。
【００３３】
（使用例）
　次に、図１１及び図１２等を用いて、実施例に係る宝飾品収納箱１の使用例について説
明する。第１の宝飾品としてダイヤモンドが嵌め込まれたエンゲージリング（婚約指輪）
を、第２の宝飾品としてネックレスを例示して説明する。
【００３４】
　先ず、図８に示すようにエンゲージリングを第１の飾台４の開口４６のスポンジ４８の
間に挿入し、ネックレスを第２の飾台５の切り込み５３，５４に掛け止めたうえ、第１の
飾台４及び第２の飾台５を箱本体２にそれぞれ挿置する。
【００３５】
　すると、図１１に示す状態となり、宝飾品収納箱１を贈られた者は、初め第２の飾台５
に掛け止められた第２の宝飾品であるネックレスを贈られたものと考える。
　しかし、後に、第２の飾台５が取り外せることが分かり、取り外すと、図１２の状態と
なり、贈られた者が、本当は、エンゲージリングを贈られたことに気付き、感動すること
となる。
【００３６】
　このように、本発明の実施例に係る宝飾品収納箱１によれば、サプライズ感を演出して
、宝飾品を贈られた者の幸福感を高めることができる。このため、プロポーズの際の演出
効果が高く、他社製品との差別化を図り、宝飾品等の売上向上に繋げることができる。
　また、第１の宝飾品であるエンゲージリングの宝石部分を収納できるだけの所定の間隔
を取って、第１の飾台４の傾斜部４１と第２の飾台５の傾斜部５０とが略平行になるよう
重ねて第２の飾台５を箱本体２に挿置できるので、２つの宝飾品を傷つける恐れなく、美
しく収納することができる。
【００３７】
　以上のように、本発明の実施例に係る宝飾品収納箱を説明したが、本発明は、第２の飾
台により第１の飾台に固定された第１の宝飾品が隠蔽可能であればよく、図示実施の形態
に限られず、台紙の形状や生地等も特許請求の範囲で適宜設計変更可能であることは勿論
である。特に、宝飾品は、例示したエンゲージリングやネックレスに限られないが、隠蔽
可能な第１の宝飾品の方が、第２の宝飾品より高価である方が、サプライズ感が高くなる
ことは云うまでもない。また、実施例では第１の宝飾品の例としてエンゲージリングを挙
げたが、これに限らずアニバーサリーリングでもよい。
【符号の説明】
【００３８】
１　　　　　　　宝飾品収納箱
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２　　　　　　　箱本体
２０　　　　　　飾台収容用凹部
３　　　　　　　蓋体
４　　　　　　　第１の飾台
４０　　　　　　固定水平部
４１　　　　　　傾斜部
４２，４３　　　折り返し部
４６　　　　　　開口
５　　　　　　　第２の飾台
５０　　　　　　傾斜部
５１，５２　　　折り返し部
【要約】
【課題】　主要な宝飾品を隠蔽可能な構成とすることによりプロポーズの際の演出効果の
高い宝飾品収納箱を提供する。
【解決手段】　宝飾品を収納する宝飾品収納箱１は、上端が開口し飾台収容用凹部２０が
形成された箱本体２と、この箱本体２の上端開口を開閉自在に取り付けられた蓋体３と、
を備えている。箱本体２の飾台収容用凹部２０に対して出し入れ自在となるように、第１
の宝飾品を飾るための第１の飾台４の上に、第２の宝飾品を飾るための第２の飾台５を、
重ね合わせて挿置している。蓋体３が開いている状態で、第２の飾台５により第１の飾台
４に飾られた第１の宝飾品が隠蔽される。
【選択図】　　　図１

【図１】

【図２】

【図４】

【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図３】
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【図１２】
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