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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
吊り下げ用孔を有する吊り下げ部材と、物品を保持する保持体を具備する商品パッケージ
であって、
前記保持体が、前記物品を収納するための第一のくぼみおよび第二のくぼみで構成される
収納部、前記第一のくぼみおよび第二のくぼみを閉じて前記収納部を形成する第一のつば
状部および第二のつば状部、ならびに前記第一のくぼみと第二のくぼみを連結し、かつ重
ね合わせるように折り曲げ可能な折り曲げ部を有し、
前記吊り下げ部が、前記つば状部および前記くぼみで挟まれ、
前記保持体が、前記第一のくぼみと第一のつば状部の上部とを切断する第一の切断部、お
よび前記第二のくぼみと第二のつば状部の上部とを切断する第二の切断部を有し、
前記吊り下げ部が、その上部と下部とを切断する第三の切断部を有し、
前記第一、第二および第三の切断部が互いに異なる高さに設けられていることを特徴とす
る商品パッケージ。
【請求項２】
前記収納部が、前記吊り下げ部材の吊り下げ用孔を含む面の両側に形成されていることを
特徴とする請求項１記載の商品パッケージ。
【請求項３】
前記第一の切断部および第二の切断部の一部が、切断後に前記保持体が開閉用つまみ部を
形成する形状を有することを特徴とする請求項１記載の商品パッケージ。
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【請求項４】
前記第一のつば状部および第二のつば状部で吊り下げ部を挟む部分において、前記つば状
部の一方が潰し用凸部、他方が前記凸部と嵌合する凹部を有し、前記吊り下げ部が、前記
凸部に対応する孔を有し、前記孔に前記潰し用凸部を通し、さらに前記潰し用凸部に前記
凹部を嵌合した状態で潰し用凸部を押し潰し、潰し用凸部が外方に広がるように変形して
形成される係止部を前記孔および凹部に係止することにより前記吊り下げ部材を保持体に
固定することを特徴とする請求項１記載の商品パッケージ。
【請求項５】
前記第一のつば状部および第二のつば状部の一方が凹部、他方が前記凹部に係合する凸部
を有することを特徴とする請求項１記載の商品パッケージ。
【請求項６】
前記保持体の側面端縁部に折り返し部を有することを特徴とする請求項１記載の商品パッ
ケージ。
【請求項７】
前記第一のくぼみおよび第二のくぼみが、その内側の左右側面に凹部を有し、前記吊り下
げ部材が前記凹部に係合する凸部を有することを特徴とする請求項１記載の商品パッケー
ジ。
【請求項８】
前記折り曲げ部が、前記第一のくぼみと第二のくぼみを連結する底面部、および前記底面
部と前記くぼみとの境界に設けた前記くぼみを重ね合わせるように折り曲げ可能な一対の
折れ線部からなることを特徴とする請求項１記載の商品パッケージ。
【請求項９】
前記底面部により前記収納部を形成した保持体を垂直に立てることが可能であることを特
徴とする請求項８記載の商品パッケージ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電池等の物品を収容して販売などのために展示する商品パッケージに関する。
【０００２】
【従来の技術】
電池などを収納する商品パッケージとして、店頭での展示効果や低コストなどの理由によ
りブリスタパックが広く用いられている。ブリスタパックでは、透明な合成樹脂シートに
熱形成などでくぼみを形成し、このくぼみに物品を収容している。厚紙などの台紙にくぼ
みの周縁を接着することにより、くぼみの開口部を塞いで物品を保持している。
【０００３】
商品パッケージとしては、開封後も、保管用の容器として利用することができるものや、
再利用や廃棄の処理が容易なものが提案されている（例えば、特許文献１）。
【０００４】
【特許文献１】
米国特許第６２４４４４４号
【０００５】
図１２に、従来の商品パッケージの一例として電池パッケージの斜視図を示す。
従来の電池パッケージは、複数の電池５０を収容する電池収納部５１と、吊り下げ用の穴
５３ａを有する台紙５３とから構成されている。そして、吊り下げ時には、スリットで形
成した台紙下部５４の肩部５４ａを、電池収納部５１を閉じる蓋部５２に形成された肩部
５２ａにかけることにより、電池収納部５１が支えられる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、台紙の肩部のみで電池収納部全体を支えるため、商品パッケージ自体の強度に問
題があった。また、台紙の片側に電池が収納されるため、多数の電池を収納して吊り下げ
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た際に商品パッケージのバランスが悪くなるという問題があった。
【０００７】
本発明では、上述のような従来の問題を解決するために、吊り下げ時のバランスを良好に
保つことができ、且つ十分な強度を有する商品パッケージを提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の商品パッケージは、吊り下げ用孔を有する吊り下げ部材と、物品を保持する保持
体を具備する商品パッケージであって、
前記保持体が、前記物品を収納するための第一のくぼみおよび第二のくぼみで構成される
収納部、前記第一のくぼみおよび第二のくぼみを閉じて前記収納部を形成する第一のつば
状部および第二のつば状部、ならびに前記第一のくぼみと第二のくぼみを連結し、かつ重
ね合わせるように折り曲げ可能な折り曲げ部を有し、
前記吊り下げ部が、前記つば状部および前記くぼみで挟まれ、
前記保持体が前記第一のくぼみと第一のつば状部の上部とを切断する第一の切断部、およ
び前記第二のくぼみと第二のつば状部の上部とを切断する第二の切断部を有し、
前記吊り下げ部が、その上部と下部とを切断する第三の切断部を有し、
前記第一、第二および第三の切断部が互いに異なる高さに設けられていることを特徴とす
る。
【０００９】
前記収納部が、前記吊り下げ部材の吊り下げ用孔を含む面の両側に形成されていることが
好ましい。
前記第一の切断部および第二の切断部の一部が、切断後に前記保持体が開閉用つまみ部を
形成する形状を有することが好ましい。
【００１０】
前記第一のつば状部および第二のつば状部で吊り下げ部を挟む部分において、前記つば状
部の一方が潰し用凸部、他方が前記凸部と嵌合する凹部を有し、前記吊り下げ部が、前記
凸部に対応する孔を有し、前記孔に前記潰し用凸部を通し、さらに前記潰し用凸部に前記
凹部を嵌合した状態で潰し用凸部を押し潰し、潰し用凸部が外方に広がるように変形して
形成される係止部を前記孔および凹部に係止することにより前記吊り下げ部材を保持体に
固定することが好ましい。
【００１１】
前記第一のつば状部および第二のつば状部の一方が凹部、他方が前記凹部に係合する凸部
を有することが好ましい。
前記保持体の側面端縁部に折り返し部を有することが好ましい。
前記第一のくぼみおよび第二のくぼみが、その内側の左右側面に凹部を有し、前記吊り下
げ部材が前記凹部に係合する凸部を有することが好ましい。
【００１２】
前記折り曲げ部が、前記第一のくぼみと第二のくぼみを連結する底面部、および前記底面
部と前記くぼみとの境界に設けた前記くぼみを重ね合わせるように折り曲げ可能な一対の
折れ線部からなることが好ましい。
前記底面部により前記収納部を形成した保持体を垂直に立てることが可能であることが好
ましい。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の商品パッケージの実施の形態の一例として複数の電池を収容した電池パッ
ケージについて説明する。
【００１４】
実施の形態１
円筒型電池を４個収納する電池パッケージについて以下に説明する。
図１は本発明の円筒型電池１を４個並列に並べてシュリンクパックした包装部１ａからな
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る単位パック２を収納する電池パッケージの正面図、図２は同電池パッケージの側面図、
図３は同電池パッケージの分解斜視図である。
【００１５】
本発明の電池パッケージは、吊り下げ用孔４を有する吊り下げ部材３と、単位パック２を
収納する第一のくぼみ１１、および第二のくぼみ１２で構成される収納部、前記くぼみ１
１、１２を閉じて前記収納部を形成する第一のつば状部９および第二のつば状部１０、な
らびに前記くぼみ１１、１２を連結しかつ重ね合わせるように折り曲げ可能な折り曲げ部
１６を有する保持体８とから構成される。
【００１６】
前記収納部は、図２に示すように、電池パッケージの吊り下げ時に前記単位パック２の重
量が前記吊り下げ部材３の上部３ａの両側にバランス良くかかるように、第一のくぼみ１
１および第二のくぼみ１２により前記吊り下げ部材３の上部３ａの両側に形成されている
。これにより、吊り下げ時の電池パッケージのバランスを良好に保つことができる。
【００１７】
前記保持体８は、第一のつば状部９と第一のくぼみ１１を切断する破断線からなる第一の
切断部２０、および第二のつば状部１０と第二のくぼみ１２を切断する破断線からなる第
二の切断部２１を有する。また、前記吊り下げ部材３の上部３ａには、その下部３ｃと分
離するための破断線からなる第三の切断部６を有する。そして、図１および開封後の電池
パッケージを示す図８のように前記吊り下げ部３を挟んで保持体８を折り畳み、電池パッ
ケージを構成した際に、前記第一、二および三の切断部６、２０、２１は、互いに異なる
高さに設けられている。このように切断部を段違いに設けることにより、展示時の電池パ
ッケージの強度を向上させることができる。
【００１８】
前記吊り下げ部材３は、その上部３ａが前記第一のつば状部９と第二のつば状部１０で挟
まれ、その下部３ｃが前記第一のくぼみ１１と第二のくぼみ１２で挟まれている。また、
前記吊り下げ部材３は、前記上部３ａと下部３ｃとの間にくぼみ１２の深さと同様の段差
を形成する段差部３ｂを有し、前記下部３ｃは、前記くぼみ１２の内面に沿って配される
。すなわち、前記吊り下げ部の下部３ｃは、前記単位パック２とともに前記収納部に収納
される。
【００１９】
第一のつば状部９と第二のつば状部１０で吊り下げ部３の上部３ａを挟む部分において、
前記第一のつば状部９は一対の潰し用凸部１４ａを有し、第二のつば状部１０は、前記潰
し用凸部１４ａに嵌合する一対の凹部１４ｂを有し、前記吊り下げ部３の上部３ａが、前
記潰し用凸部１４ａに対応する形状寸法の一対の孔５を有する。
【００２０】
吊り下げ部３を保持体８に固定する際には、例えば、前記孔５に前記潰し用凸部１４ａを
通し、さらに前記潰し用凸部１４ａに凹部１４ｂを嵌合した図４に示す状態で上方より潰
し用凸部１４ａを凹部１４ｂとともに押し潰す。そして、図５に示すように、前記潰し用
凸部１４ａが外方に広がるように変形して係止部１５ａが形成される。また、凹部１４ｂ
は、係止部１５ａを覆う凹部１５ｂに変形する。このとき、係止部１５ａは、第二のつば
状部１０と吊り下げ部３の上部３ａを係止する。このような係止部１５ａが形成されるた
め、前記吊り下げ部材３が保持体８に強固に固定されている。
【００２１】
上述の方法により、電池パッケージの外観を良好に保ち、かつ強固に固定状態を維持する
ことができ、手間やコストがかからないで済む。上述以外の固定方法として熱溶着等によ
り一体化しても構わない。
【００２２】
電池パッケージを開封する時は、吊り下げ部材３の上部３ａと保持体８とを両手で持ちな
がら切断部６、２０、２１を一度に切り離す。そして、開封しやすいように切断部２０、
２１により形成された一対の開閉用つまみ部２０ａ、２１ａを指でつまんで、前記保持体
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８を両側（図８における前後方向）に広げることにより電池１を取り出すことができる。
また、図８のような開封した後の電池パッケージにおける保持体８は、電池１を保管する
ための容器として使用することができる。
【００２３】
図３および図７に示すように、前記吊り下げ部材３の下部３ｃは、その両側に吊り下げ部
材３が保持体から外れないように第二のくぼみ１２の両側面に設けられた複数の凸部１２
ａ、１２ｂの間に係合する凸部７ａ、７ｂを有する。
【００２４】
図３および図６に示すように、前記第一のくぼみ１１および第二のくぼみ１２は、その両
側面に電池１を安定して収納するための電池の形状に対応した凸部１１ａ、１１ｂ、１２
ａ、１２ｂを有する。
また、前記保持体８は、その側面端縁部に折り返し部２２を有する。これにより、電池パ
ッケージの強度が向上する。
【００２５】
前記第一のつば状部９は凹部９ａを有し、前記第二のつば状部１０が前記凹部９ａに係合
する凸部１０ａを有する。また、前記一対の凸部１０ａは、その外側にそれぞれ溝部１０
ｂを有し、前記凹部９ａは、その左右端部に前記溝部１０ｂにそれぞれ嵌合する凸部９ｂ
を有する。保持体８を折り畳む際には、前記凸部１０ａと凹部９ａおよび前記凸部９ｂと
溝部１０ｂを確実に嵌合させることにより、保持体８が容器として変形しないようにでき
る。また、電池パッケージを開封した後も、保持体８は開閉自在であり、かつ安定した収
納性を有する保管用の容器として用いることができる。
【００２６】
図２、図３および図６に示すように、前記折り曲げ部１６が、前記第一のくぼみ１１およ
び第二のくぼみ１２を連結しかつ前記くぼみ１１、１２により形成される収納部の底部を
構成する第三のくぼみ１３を有する底面部１７、および前記底面部１７と前記くぼみ１１
、１２との境界に設けた前記くぼみ１１、１２を重ね合わせるように折り曲げ可能な一対
の折れ線部１８、１９から構成される。
これにより、この底面部１７の底面を設置面として、電池パッケージを垂直に立てた状態
で展示することができる。
【００２７】
上述の吊り下げ部材３および保持体８には、ポリエチレンテレフタレート等の樹脂を用い
ることができる。これらが同じ材料の場合には、廃品回収等の処理を容易に行うことがで
きる。また、吊り下げ部材３には、これ以外に紙等を用いても構わない。
【００２８】
実施の形態２
円筒型電池を８個収納する電池パッケージについて以下に説明する。
図９は本発明の円筒型電池４個を並列に並べてシュリンクパックした包装部１ａからなる
単位パック２を２個収納する電池パッケージの正面図、図１０は同電池パッケージの側面
図、図１１は同電池パッケージの分解斜視図である。
【００２９】
図９～図１１に示すように、本実施の形態の電池パッケージは、吊り下げ時に２個の単位
パック２の重量が吊り下げ部材２３の上部２３ａの両側にバランス良くかかるように収納
部が第一のくぼみ３１および第二のくぼみ３２により吊り下げ部材２３の上部２３ａの両
側に形成されている以外は、実施の形態１と同様の構成を有している。このように多数の
電池を収納する場合においても吊り下げ時の電池パッケージのバランスを良好に保つこと
ができる。
【００３０】
図１０に示すように、前記保持体２８に収納される２個の単位パック２は、電池１が互い
違いになるようにずらして収納されている。これにより、安定した収納が可能となり、収
納に必要なスペースを小さくできる。
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【発明の効果】
以上のように本発明によれば、吊り下げ時のバランスを良好に保つことができ、且つ十分
な強度を有する商品パッケージを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施の形態１の電池パッケージの正面図である。
【図２】同電池パッケージの側面図である。
【図３】同電池パッケージの分解斜視図である。
【図４】吊り下げ部材と保持体を固定する前の潰し用凸部付近を示す概略縦断面図である
。
【図５】吊り下げ部材と保持体を固定した後の係止部付近を示す概略縦断面図である。
【図６】同電池パッケージにおける保持体の正面図である。
【図７】同電池パッケージにおける吊り下げ部材の正面図である。
【図８】実施の形態１の開封後の電池パッケージの正面図である。
【図９】実施の形態２の電池パッケージの正面図である。
【図１０】同電池パッケージの側面図である。
【図１１】同電池パッケージの分解斜視図である。
【図１２】従来の電池パッケージの斜視図である。
【符号の説明】
１　円筒型電池
１ａ　包装部
２　単位パック
３、２３　吊り下げ部材
３ａ、２３ａ　上部
３ｂ、２３ｂ　段差部
３ｃ、２３ｃ　下部
４、２４　吊り下げ用孔
５、２５　孔
６、２６　第三の切断部
２０、４０　第一の切断部
２１、４１　第二の切断部
７ａ、７ｂ、２７ａ、２７ｂ　凸部
８、２８　保持体
９、２９　第一のつば状部
１０、３０　第二のつば状部
９ａ、２９ａ　凹部
１０ａ、３０ａ　凸部
１１、３１　第一のくぼみ
１２、３２　第二のくぼみ
１３、３３　第三のくぼみ
１４ａ、３４ａ　潰し用凸部
１４ｂ、１５ｂ、３４ｂ、３５ｂ　凹部
１５ａ、３５ａ　係止部
１６、３６　折り曲げ部
１７、３７　底面部
１８、１９、３８、３９　折れ線部
２０ａ、２１ａ、４０ａ、４１ａ　開閉用つまみ部
２２、４２　折り返し部
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