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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個々の細長い消費者向け製品用のパッケージ組立体において、
　横に並んだ配列にて整合された複数の前記製品と、
　製品の前記配列を取り囲むパッケージハウジングであって、間にて前記製品を支持する
前壁及び後壁を有し且つ、製品の分与開口部を閉じる閉鎖可能なカバーを有する、前記パ
ッケージハウジングとを備え、
　前記前壁は、製品の前記配列と摩擦状態にて係合し、前記製品をその内部にて除去可能
に保持するため、前記後壁に向けて内方に伸びる壁フラップを有し、
　前記壁フラップは折り畳まれて弾性的な偏倚力を提供し、また、前記壁フラップの前記
弾性的な偏倚力は内部の前記製品が前記摩擦状態に係合するのを可能にし、
　前記壁フラップは、横に並べた製品の前記配列を渡って係合可能な末端縁を有し、
　前記配列の前記製品は、該配列を渡って整合した横方向切込み溝を備え、前記壁フラッ
プの前記末端縁は、前記溝内に係合して前記製品の追加的な保持係合状態を提供する、個
々の細長い消費者向け製品用のパッケージ組立体。
【請求項２】
　個々の細長い消費者向け製品用のパッケージ組立体において、
　横に並んだ配列にて整合された複数の前記製品と、
　製品の前記配列を取り囲むパッケージハウジングであって、間にて前記製品を支持する
前壁及び後壁を有し且つ、製品の分与開口部を閉じる閉鎖可能なカバーを有する、前記パ
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ッケージハウジングとを備え、
　前記前壁は、製品の前記配列と摩擦状態にて係合し、前記製品をその内部にて除去可能
に保持するため、前記後壁に向けて内方に伸びる壁フラップを有し、
　前記配列の前記製品の各々は包装紙を備え、前記包装紙は、少なくとも１つの端部にて
折り畳まれて壁フラップに面する上方に曲げた包装紙フラップを画成するようにし、前記
製品を前記ハウジングから除去したとき、前記包装紙フラップは前記壁フラップと係合し
て、前記製品を前記ハウジング内に解放可能に保持支持する、パッケージ組立体。
【請求項３】
　請求項２に記載のパッケージ組立体において、前記壁フラップは、折り畳まれて、製品
の前記配列に対する弾性的な偏倚力を提供する、パッケージ組立体。
【請求項４】
　請求項２に記載のパッケージ組立体において、前記上方に形成された包装紙フラップは
、撓んで前記製品を前記ハウジングから除去するのを許容することができる、パッケージ
組立体。
【請求項５】
　個々の細長い消費者向け製品用のパッケージ組立体において、
　横に並んだ配列にて整合された複数の前記製品と、
　製品の前記配列を取り囲むパッケージハウジングであって、間にて前記製品を支持する
前壁及び後壁を有し且つ、製品の分与開口部を閉じる閉鎖可能なカバーを有する、前記パ
ッケージハウジングとを備え、
　前記前壁は、製品の前記配列と摩擦状態にて係合し、前記製品をその内部にて除去可能
に保持するため、前記後壁に向けて内方に伸びる壁フラップを有し、
　前記パッケージ組立体は、前記製品を内部に除去可能に支持すべく製品の前記配列の回
りを横方向に包む帯状部を更に有し、該帯状部は、前記製品の配列を渡って伸びる横方向
端縁を有し、
　前記製品は解放可能な接着剤により前記帯状部に対して解放可能に保持され、
　前記壁フラップは、前記帯状部の前記横方向端縁の上方にて前記帯状部と係合し、前記
帯状部を前記ハウジング内にて保持する、パッケージ組立体。
【請求項６】
　請求項５に記載のパッケージ組立体において、前記帯状部は、Ｕ字形ポーチの形態をし
ている、パッケージ組立体。
【請求項７】
　請求項６に記載のパッケージ組立体において、前記製品は、前記解放可能な接着剤にて
前記ポーチ内に解放可能に保持される、パッケージ組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体として、消費者向け製品の配列を保持し且つ個々の製品を分与すること
が望まれるようなとき迄、製品をパッケージ体内に保持するパッケージ体に関する。より
具体的には、本発明は、前壁にフラップを使用してガムスラブを保持し且つ分与するパッ
ケージ体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガムスラブのような消費者向け製品をパッケージ体又はハウジング内に収容し、該パッ
ケージ体又はハウジングはガムスラブを保持し且つ個々のスラブを分与することを許容す
るよにすることが周知である。ガムスラブは、典型的に、配列にて配置され、単一のガム
スラブを配列から除去してパッケージ体内に残りのガムスラブを残すことができる。ガム
スラブは、個々に外側包装紙内に包まれることがしばしばである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　ガムスラブパッケージ体の特定のものは、ガムスラブの１つを除去した後でさえ、その
外部形態を維持する型式のものである。このことは、隣接するガムスラブを変位させるこ
とを許容する空間をパッケージ体内部に形成することになる。このため、残るガムスラブ
の１つ又はより多くがパッケージ体内にて傾き又は倒れかかるならば、追加のガムスラブ
をパッケージ体から除去することは困難となる。また、かかる空間を形成することにより
、残るガムスラブは、パッケージ体内にて傾き又は動き、また、パッケージ体から倒れか
かることさえもある。
【０００４】
　個々のガムスラブを保持し且つ１つのパッケージ体から分与する１つの試みは、その開
示内容を全ての目的のため、参考として引用し本明細書に含めた、コペッキィ（Ｋｏｐｅ
ｃｋｙ）に対する米国特許出願公告明細書２００３／００８００２０号に示されている。
コペッキィの公報には、全体として矩形の形態を有するダイカットした板紙ブランクから
形成されたガムスラブのパッケージハウジングが開示されている。該ハウジングは、開い
て複数のガムスラブを露出させる前側カバーを有している。ガムスラブは、ガムスラブの
回りに巻かれるシートにより横に並んだ配列にて保持されている。ガムスラブの配列を含
むシートは、パッケージのハウジング内に配置され、このため、前側カバーが開いたなら
ば、ガムスラブは露出する。ガムスラブを直立の状態に保持し且つガムスラブをパッケー
ジ体内に維持するため、１つ又はより多くのスラブが配列から除去されたならば、ガムス
ラブはシートに接着剤にて固定される。接着剤による固定は、シートの内面にてワックス
領域の形態をとることができる。包んだスラブがシート内に挿入されたならば、シートに
熱を加えてワックスを溶融させる。次に、シートに固定されたガムスラブの配列を保持し
且つ分与するため、パッケージ体内に配置することができる。
【０００５】
　コペッキィの公報に開示された装置は、ガムスラブを保持し且つ分与することの双方を
許容するパッケージ体を提供しようと試みるものであるが、パッケージ体は長期間に渡っ
て十分に機能し得ないことが判明している。従って、個々のガムスラブを保持し且つ分与
することの双方を許容すると共に、１つ又はより多くのガムスラブが除去されたならば、
パッケージ体内に残りのガムスラブを保持する、改良されたガムスラブパッケージ体を提
供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、ガムスラブのような個々の細長い消費者向け製品を収容するパッケージ組立
体を提供するものである。複数の消費者向け製品は、横に並んだ配列にて整合される。製
品の配列を取り囲むパッケージハウジングが提供される。パッケージハウジングは、その
間に製品を支持する前壁及び後壁を有している。パッケージハウジングは、また、製品の
分与開口部を閉じる閉鎖可能なカバーも有している。前壁は、製品の配列と摩擦状態にて
係合し製品をその内部に除去可能に保持するため、後壁に向けて内方に伸びる壁フラップ
を有している。
【０００７】
　本発明の１つの好ましい実施の形態において、壁フラップは折り畳まれ、壁フラップの
末端縁は製品の配列を渡って係合可能であり、除去可能な摩擦保持状態を提供する。更に
、製品の配列は、該配列を渡って横方向切込み溝を有することができる。フラップの末端
縁は、溝に係合して追加的な保持係合状態を提供することができる。
【０００８】
　更なる好ましい実施の形態において、配列の製品の各々は、製品包装紙にて包むことが
できる。包装紙は、少なくとも１つの端部にて折り畳まれて壁フラップに面する上方に曲
げた包装紙フラップを画成する。製品をハウジングから除去したとき、包装紙フラップは
壁フラップと係合して、製品をハウジング内に解放可能に保持するように支持する。包ん
だ製品は、除去したとき、包装紙フラップを撓ませることにより除去される。
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【０００９】
　更なる好ましい実施の形態において、組立体は、製品の配列の回りを横方向に包む帯状
部を有することができる。該帯状部は、製品をパッケージハウジング内に支持する。該帯
状部は、製品の配列を渡って伸びる横方向端縁を有する。壁フラップは、横方向端縁の上
方にて帯状部と係合し、該帯状部をハウジング内に保持することができる。製品は、接着
剤により帯状部内に解放可能に保持することができる。
【００１０】
　更に、帯状部は、Ｕ字形ポーチの形状にて形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明は、複数の消費者向け製品をパッケージハウジング内に保持するパッケージ組立
体に関する。パッケージハウジングは、開いて１つ又はより多くの製品を該ハウジングか
ら分与することを許容し、また、再度閉鎖して製品をその内部に保持し且つ維持すること
ができる。本発明は、多岐に亙る消費者向け製品に対して有用であるが、本発明は、横に
並べた配列にて配置された細長いガムスラブに対して特に有用である。
【００１２】
　この型式の消費者向け製品パッケージは、「菓子パッケージングデザイン（Ｃｏｎｆｅ
ｃｔｉｏｎｅｒｙ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ　Ｄｅｓｉｇｎ）」という名称にて、２００４年
７月１日付けで出願された同時に譲渡した米国特許出願明細書１０／８３３，４６８号、
「２つの別個の区画室を有するガムパッケージのデザイン（Ｇｕｍ　Ｐａｃｋａｇｅ　Ｄ
ｅｓｉｇｎ　ｗｉｔｈ　Ｔｗｏ　Ｓｅｐａｒａｔｅ　Ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔｓ）」とい
う名称にて２００４年１２月２２日付けで出願された米国特許出願明細書１１／０２５，
７３９号に開示されており、この双方の特許出願の明細書は、全ての目的のため参考とし
て引用し本明細書に含めてある。
【００１３】
　更に、本発明は、「挿入可能な製品保持部材を有するガムスラブパッケージ体（Ｇｕｍ
　Ｓｌａｂ　Ｐａｃｋａｇｅ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｉｎｓｅｒｔａｂｌｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　
Ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ　Ｍｅｍｂｅｒ）」という名称にて同一日に出願され且つ代理人事件
番号１４２１－１８として識別される、同時に譲渡した米国特許出願明細書　　　　　号
、また、「ガムスラブを分与し且つガムスラブを接着剤による固定により保持するパッケ
ージ体（Ｐａｃｋａｇｅ　Ｆｏｒ　Ｄｉｓｐｅｎｓｉｎｇ　Ａｎｄ　Ｒｅｔａｉｎｉｎｇ
　Ｇｕｍ　Ｓｌａｂｓ　Ｗｉｔｈ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｓｅｃｕｒｅｍｅｎｔ）」という
名称にて同一日に出願され且つ代理人事件番号１４２１－２３として識別される、同時に
譲渡した米国特許出願明細書　　　　　号にも示されており、これらの特許出願明細書の
双方は、全ての目的のため参考として引用し本明細書に含めてある。
【００１４】
　次に、図１及び図２を参照すると、本発明は、ガムスラブ１４の配列１２を含むパッケ
ージング組立体１０を提供する。ガムスラブ１４は、個別に各ガムスラブの回りの包装紙
（図２に図示せず）を選択的に含むことができる、典型的に細長い矩形形状の部材である
。ガムスラブは、横に並べた状態に配置されて配列１２を形成する。ガムスラブ１４は、
パッケージハウジング１６内にて配列内に支持される。パッケージハウジング１６は、前
壁１８と、対向した後壁２０と、底部壁２２と、対向した側壁２４、２６とを有している
。以下に更に詳細に説明するように、パッケージハウジングは、周知の仕方にて折り畳ま
れて図１及び図２に示した形態を形成するダイカットした板紙から形成される。パッケー
ジハウジング１６は、折り畳まれて、該パッケージハウジングは分与開口部を画成する開
放した上端２８を提供する。後壁２０は、上方に伸びる折畳み可能なカバー３０を有して
おり、該カバー３０は、開放した上端の上方にて折り畳み、開口部を閉じ且つスラブ１４
をパッケージハウジング１６内に収容することができる。前壁１８に設けられたスリット
３２は、再度閉鎖する目的のため、カバー３０の末端縁３４をその内部に挿入することを
許容する。更に、パッケージには、図１に示した状態にて前壁１８に接着剤にて固定され
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るカバー３０を設けることが考えられる。接着剤による固定部が第一のガムスラブを分与
すべく除去されたならば、カバー３０は、該カバーをスリット３２内に挿入することによ
り、再度閉鎖することができる。
【００１５】
　パッケージハウジング１６は、また輸送する間及び販売し且つ使用する前に、パッケー
ジを取り囲み且つ保護するプラスチックラップ（図示せず）により覆うことも可能である
と考えられる。
【００１６】
　以下に更に詳細に説明するように、スラブ１４の配列１２は、パッケージハウジング１
６内に除去可能に保持する状態に保持し、ガムスラブの残りをパッケージハウジング内に
維持しつつ、１つ以上のガムスラブを容易に除去することを許容するようにすることも考
えられる。更に、スラブ１４をパッケージハウジング内に解放可能に支持する技術は、隣
接するガムスラブの１つ又はより多くを除去した後でさえ、スラブ１４がハウジング内に
てその位置を維持することを許容し、ガムスラブがパッケージ体内にて傾き又は倒れかか
り又はパッケージ体から落ちるのを防止するようにすることも考えられる。
【００１７】
　次に、図３ないし図６を参照すると、本発明の１つの実施の形態が示されている。当該
実施の形態に関して、当該実施の形態を表示するため図１及び図２の参照番号に１００を
加えて同様の参照番号は、同様の要素を表示する。
【００１８】
　図３には、パッケージハウジング１１６がその予め組み立てた状態にあるパッケージ組
立体１１０が示されている。該パッケージハウジング１１６は、図３に示したその平坦な
形態から図１及び図２に示した形態に折り畳むことができるダイカットした板紙の形態か
ら形成される。パッケージハウジングは、後壁１２０と、折畳み可能な前壁１１８と、折
畳み可能な側壁１２４、１２６と、折畳み可能なカバー１３０とを有している。パッケー
ジハウジング１１６は、ガムスラブ１１４の配列１１２を後壁１２０の内面に対して支持
する。
【００１９】
　当該一例としての実施の形態において、ガムスラブ１１４は、整合した状態にて伸びる
横方向切込み溝１２５を含む、包まれないときのガムスラブである。以下に更に詳細に説
明するように、溝１２５は、当該実施の形態にて選択的に提供される。
【００２０】
　パッケージハウジング１１６の前壁１１８は、該前壁から末端方向に伸びる折畳み可能
なフラップ１１９を有している。パッケージハウジング１１６がそのパッケージ形態に折
り畳まれたとき、折畳み可能なフラップ１１９は、折畳み線１２１に沿ってガムスラブ１
１４に向けて内方に折り畳まれる。
【００２１】
　明確化のためカバー１３０を図示しない図４ないし図６を参照すると、折畳み可能なフ
ラップ１１９は、折り畳まれたとき、後壁１２０に向けて内方に折り畳まれ、これにより
前壁１１８を形成する。折畳み可能なフラップ１１９の末端縁１２３は配列１１２のスラ
ブ１１４と係合する。折畳み可能なフラップ１１９の横方向長さは、該フラップが配列１
１２のガムスラブ１１４の各々を渡り且つ横断して伸びるようなものである。折畳み可能
なフラップ１１９は、図５及び図６に示したその閉じた位置にあるとき、スラブ１１４に
対してばね偏倚力又は圧力を作用させる。パッケージハウジングが組み立てられたとき、
かかるばね偏倚力は、スラブ１１４をパッケージハウジング１１６内に摩擦状態に保持す
るのに十分である。
【００２２】
　折畳み可能なフラップ１１９により提供されるかかる偏倚力は、ガムスラブを解放可能
な態様にてパッケージ体内に維持するのに十分である。このように、折畳み可能なフラッ
プ１１９により提供される偏倚力に抗して１つ又はより多くのガムスラブをパッケージハ
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ウジング１１６から除去することができる。しかし、１つ又はより多数のガムスラブを除
去した後、残るガムスラブは、パッケージハウジング１１６内に保持状態に支持され、ま
た、隣接するガムスラブが除去されたにも拘らず、直立の位置に維持されよう。
【００２３】
　上述したように、ガムスラブ１１４の配列１１２は、横断して整合した態様にて伸びる
横方向切込み溝１２５を有することができる。折畳み可能なフラップ１１９の末端縁１２
３は、切込み溝１２５に係合して、パッケージハウジング１１６内にてガムスラブ１１４
を更に保持することができるようにすることが考えられる。このように、ガムスラブを個
別にパッケージハウジングから除去するためには、溝１２５内でのフラップ１１９の末端
縁１２３の位置決め力に卓越しなければならない。
【００２４】
　切込み溝１２５は、また隣接するスラブを除去した後でさえ、スラブ１１４の位置を封
じ込め且つスラブ１１４を直立状態に維持するのを助ける。
　次に、図７ないし図１０を参照すると、本発明の更なる実施の形態が示されている。当
該実施の形態に関して、当該実施の形態を表示するため、図１、図２の参照番号に２００
を加えて同様の参照番号は同様の要素を表示する。
【００２５】
　図７には、パッケージハウジング２１６がその予め組み立てた状態にあるパッケージ組
立体２１０が示されている。パッケージハウジング２１６は、図７に示したその平坦な形
態から図１及び図２に示した形態まで折り畳むことができるダイカットした板紙の形態か
ら形成される。パッケージハウジングは、後壁２２０と、折畳み可能な前壁２１８と、折
畳み可能な側壁２２４、２２６と、折畳み可能なカバー２３０とを有している。パッケー
ジハウジング２１６は、ガムスラブ２１４の配列２１２を後壁２２０の内面に対して支持
する。
【００２６】
　当該一例としての実施の形態において、ガムスラブ２１４は、包んだガムスラブである
。ガムスラブ２１４の各々は、従来の態様にて紙及び（又は）フォイル包装紙２１５にて
個別に包むことができる。この態様にて包むことは、その各端部にて折り畳んだ包装紙フ
ラップ２１７を提供することになる。当該実施の形態において、包装紙フラップ２１７は
、ガムスラブの同一の側部にて折り畳まれ且つ相互に内方を向いている。ガムスラブの配
列２１４は、パッケージハウジングが組み立てられたとき、包装紙フラップが前壁２１８
に面するように配置される。
【００２７】
　パッケージハウジング２１６の前壁２１８は、該前壁から末端方向に伸びる折畳み可能
な壁フラップ２１９を有している。パッケージハウジング２１６がそのパッケージ形態に
折り畳まれたとき、折畳み可能なフラップ２１９は、折畳み線２２１に沿ってガムスラブ
２１４に向けて内方に折り畳まれる。
【００２８】
　次に、明確化のため、カバー２３０を図示しない図８ないし図１０を参照すると、折畳
み可能なフラップ２１９は、折り畳んだとき、後壁２２０に対して内方に折り畳まれ、こ
れにより前壁２１８を形成する。折畳み可能なフラップ２１９の末端縁２２３は、配列２
１２のスラブ２１４と係合する。折畳み可能なフラップ２１９の横方向長さは、配列２１
２の包んだガムスラブ２１４の各々を渡り且つ横断して伸びるようなものである。折畳み
可能なフラップ２１９は、図８及び図９に示したその閉鎖した位置にあるとき、包んだフ
ラップ２１４に対して圧力のばね偏倚力を加える。かかるばね偏倚力は、パッケージハウ
ジングが組み立てられたとき、スラブ２１４をパッケージハウジング２１６内に摩擦状態
に保持するのに十分である。折畳み可能なフラップ２１９により提供されるかかる偏倚力
は、ガムスラブを解放可能な態様にてパッケージ体内に維持するのに十分である。この点
に関して、折畳み可能なフラップ２１９により提供される偏倚力は、次のようなものであ
る、すなわち包装紙フラップ２１７が前壁２１８に向けて面する位置である、パッケージ
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ハウジング２１６内の位置にてスラブ２１４が示されているが、包んだガムスラブ２１４
は、後壁２２０と対向する方向を向く折り畳んだ包装紙フラップ２１７に対し反対方向を
向く態様にて配置することができるような偏倚力である。
【００２９】
　理解し得るように、パッケージハウジング２１６が組み立てられたならば、折畳み可能
なフラップ２１９の末端縁２２３は、折り畳んだ包装紙フラップ２１７の位置の真上にて
包んだガムスラブ２１４に圧接する。折畳み可能なフラップ２１９により提供される包ん
だガムスラブ２１４の摩擦によるばね偏倚保持作用に加えて、包んだガムスラブ２１４の
１つを配列から除去するため、折り畳んだ包装紙フラップ２１７は、折畳み可能な壁のフ
ラップ２１９の末端縁２２３に引っ掛かる。このことは、ガムスラブをパッケージ２１６
体内に保持状態に保持する作用も果たす。包装紙フラップ２１７は折り畳まれるため、個
々のガムスラブ２１４を手で除去したとき、包装紙２１７は、解いてパッケージ２１６か
ら完全に除去することを可能にする。しかし、折り畳んだ包装紙フラップ２１７と折畳み
可能なフラップ２１９の末端縁２２３との間の係合は、個々のガムスラブをパッケージ体
内に維持するのに十分であり、その前に隣接するガムスラブが除去されている場合でさえ
、偶発的にそこから抜き出されるのを防止する。このように、１つ又はより多くのガムス
ラブをパッケージハウジング２１６から除去した後、残るガムスラブは、折畳み可能なフ
ラップ２１９により提供される偏倚力によってパッケージハウジング２１６内に保持状態
に支持され且つ、末端縁２２３と包装紙フラップ２１７との間の係合により、その内部に
止め状態に保持される。
【００３０】
　次に、図１１ないし図１４を参照すると、本発明の更なる実施の形態が示されている。
当該実施の形態に関して、当該実施の形態を表示するため、図１及び図２の参照番号に３
００を加えて、同様の参照番号は同様の要素を表示する。
【００３１】
　図１１には、パッケージハウジング３１６がその予め組み立てた状態にあるパッケージ
組立体３１０が示されている。パッケージハウジング３１６は、ダイカットした板紙の形
態から形成されており、該板紙の形態は、図１１に示したその平坦な形態から図１及び図
２に示した形態に折り畳むことができる。パッケージハウジングは、後壁３２０と、折畳
み可能な前壁３１８と、折畳み可能な側壁３２４、３２６と、折畳み可能なカバー３３０
とを有している。パッケージハウジング３１６は、ガムスラブ３１４の配列３１２を後壁
３２０の内面に対して支持する。当該一例としての実施の形態において、ガムスラブ３１
４は、包んだ又は解いたガムスラブとすることができる。
【００３２】
　ガムスラブは、帯状部３３１内に更に収容することができる。帯状部３３１は、紙、フ
ォイル又はそれらの組み合わせを含む多岐に亙る材料にて形成することができる。
　当該一例としての実施の形態において、帯状部は、対向した前壁及び後壁と、側壁と、
底部壁とを有するポーチ又はＵ字形の形態にて形成される。ガムスラブ３１４の配列３１
２は、その整合した他端がＵ字形の帯状部内に保持された状態にて帯状部内に配置される
。Ｕ字形の帯状部が図示されているが、その他の形態の帯状部が採用可能である。帯状部
３３１は、ガムスラブ３１４が超えて伸びる上側末端縁３３３を画成する。
【００３３】
　パッケージハウジング３１６の前壁３１８は、該前壁から末端方向に伸びる折畳み可能
なフラップ３１９を有している。パッケージハウジング３１６がそのパッケージ形態に折
り畳まれたとき、折畳み可能なフラップ３１９は、折り畳み線３２１に沿ってガムスラブ
に向けて内方に折り畳まれる。
【００３４】
　次に、明確化のため、カバー３３０を除去した状態にて示した図１２ないし図１４を参
照すると、折畳み可能なフラップ３１９は、折り畳んだとき、後壁３２０に向けて内方に
折り畳まれて、これにより製品の配列をパッケージ体内に保持する前壁３１８を形成する
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。折畳み可能なフラップ３１９の横方向長さは、末端縁３２３が配列３１２を渡って伸び
るようなものとすることができる。このように、上述したように、折畳み可能なフラップ
３１９は、図１３及び図１４に示すように、その閉鎖した位置にて、スラブ３１４に対し
圧力のばね偏倚力を作用させることができる。パッケージハウジングが組み立てられると
き、かかるばね偏倚力は、スラブ３１４をパッケージハウジング３１６内に摩擦状態に保
持するのに十分である。
【００３５】
　更に、内方に折畳み可能なフラップ３１９の末端縁３２３は、帯状部３３１の横方向端
縁３３３と重なり合い、これによりスラブ３１２と帯状部３３１との間に位置することが
できる。このような重なり合いは、帯状部をパッケージ体から除去するのを防止する。こ
のようにして、帯状部３３１内に保持されたガムスラブは、これにより、パッケージハウ
ジング３１６内に保持される。選択的に、個別のガムスラブを帯状部３３１内に除去可能
に固定するため、解放可能な接着剤を採用することが可能であると考えられる。ワックス
又はその他の既知の接着剤が採用可能である。このように、折畳み可能なフラップ３１９
により提供される偏倚力に抗して１つ又はより多くのガムスラブをパッケージハウジング
３１６から除去することができる。このようにして、１つ又はより多数のガムスラブを除
去した後、残るガムスラブは、パッケージハウジング内に止め状態に支持され、また、直
立の位置に維持されよう。更に、帯状部３３１自体は、帯状部３３１の横方向端縁３３３
と内方に折り畳まれたフラップ３１９の端縁３２３との係合によってパッケージハウジン
グ３１６内に維持され、これにより製品をパッケージハウジング３１６内に更に維持する
。
【００３６】
　好ましい実施の形態について説明したが、本発明の考えられる範囲から逸脱せずに、変
更例が具体化可能であることを理解すべきである。従って、本明細書に記載した好ましい
実施の形態は、制限的ではなく、一例と見なすべきであり、真の範囲は特許請求の範囲に
記載されている。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】閉じた状態にある本発明のパッケージ組立体を示す斜視図である。
【図２】分与開口部から分与することのできる製品の配列を示す、開いた状態にある図１
のパッケージ組立体の斜視図である。
【図３】予め組み立てた状態で示したパッケージハウジング内に製品の配列が配置される
場合の本発明の１つの実施の形態を示す図である。
【図４】製品の配列をパッケージハウジング内に保持するための、図３の実施の形態の更
なる詳細を示す図である。
【図５】製品の配列をパッケージハウジング内に保持するための、図３の実施の形態の更
なる詳細を示す図である。
【図６】製品の配列をパッケージハウジング内に保持するための、図３の実施の形態の更
なる詳細を示す図である。
【図７】予め組み立てた状態で示したパッケージハウジング内に個々に包んだ製品の配列
が支持される場合の本発明の更なる実施の形態を示す図である。
【図８】包んだ製品の配列を保持するための図７の組立体の更なる詳細を示す図である。
【図９】包んだ製品の配列を保持するための図７の組立体の更なる詳細を示す図である。
【図１０】包んだ製品の配列を保持するための図７の組立体の更なる詳細を示す図である
。
【図１１】予め組み立てた状態で示したパッケージハウジング内に挿入される帯状部内に
支持された製品の配列を含む、本発明の更なる実施の形態を示す図である。
【図１２】図１１のパッケージ体の更なる詳細を示す図である。
【図１３】図１１のパッケージ体の更なる詳細を示す図である。
【図１４】図１１のパッケージ体の更なる詳細を示す図である。
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