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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体の媒質、ぺースト状の媒質、美容化粧品およびマスカラのためのアプリケータブラ
シを製造するための方法であって、
　本質的に第１のプラスチック材料からなる補強インサートを取囲むように第２のプラス
チック材料を射出成形用金型内に射出成形するステップを備え、前記第２のプラスチック
材料は、それと一体化した外側構造を有する支持を形成し、前記外側構造は、複数の異な
る径方向に前記支持から突出し互いに分離されて配置される複数のフィンガを備え、前記
フィンガの各々は、断面が前記フィンガの自由端に向かって先細になる円錐形状を有し、
前記第２のプラスチック材料は、軟性の弾性材料またはエラストマプラスチック材料であ
る、方法。
【請求項２】
　前記補強インサートはロッド形状であり、前記支持の長手方向に延在する、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記補強インサートは、前記補強インサートの突出部が保持および装着部分のうちの少
なくとも１つを形成する状態で、前記支持から突出する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記補強インサートは、本質的に繊維補強プラスチック材料およびポリプロピレンのう
ちの少なくとも１つからなる、請求項１に記載の方法。



(2) JP 4458217 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

【請求項５】
　前記補強インサートは、前記支持の長さの半分以上を通って延在する、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記フィンガは、前記支持の長手方向に延在するいくつかの列に整列する、請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　前記補強インサートは射出成形で製造される、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
この発明は、液体またはペースト状の媒質、特にマスカラなどの美容化粧品のためのアプ
リケータブラシであって、ロッド形状支持を備え、ロッド形状支持の外側は、互いに分離
されて配置され異なった方向に径方向に突出する複数個のプラスチック材料の射出または
射出成形されたフィンガを有する、アプリケータブラシに関する。この発明は、対応する
アプリケータブラシを製造するための方法にも関する。
【０００２】
このタイプのアプリケータブラシは、異なった目的のために使用可能である。いわゆるマ
スカラの塗布を以下に記載する。この発明のアプリケータブラシは、毛の房を着色したり
、薬または洗浄剤を塗布するためにも使用可能である。
【０００３】
マスカラのためのアプリケータブラシは、マスカラの有利な塗布を可能にするために、異
なった要求を同時に満たすべきである。アプリケータブラシは、マスカラを塗布する前に
、まつげおよび任意で眉毛を少なくとも梳かすべきであり、それによりそれらを所望の態
様に整列させる。アプリケータブラシは、十分な量のマスカラを受容し、すべてのまつげ
または毛をこれで着色することを可能にしながらマスカラ供給容器へのこれの頻繁な浸漬
を回避するべきである。マスカラはこぼれることなしに均一に塗布されるべきであるので
、アプリケータブラシの上には余分のマスカラがあってはならない。この目的のために、
アプリケータブラシは、通常、供給容器から引抜かれるとき拭い取られる。
【０００４】
アプリケータブラシは、一方の端にハンドルを有する、自由に突出する構成要素として形
成されるので、それは、使用中に加えられる力を吸収するのに十分に安定し、それが破損
することを防がなければならない。他方で、アプリケータブラシは、瞼および眉毛の曲率
に調節されるのに十分なほど柔軟でなければならず、かつ、目の領域への損傷を防ぐため
に、不適切な使用の際十分に撓まなければならない。
【０００５】
ユーザのアレルギー反応を防ぐために、アプリケータブラシは金属を含むべきでなく、糸
状菌および細菌汚染が大きく防がれるべきである。これは、たとえば、未使用の残余のマ
スカラがアプリケータブラシに付着しないという点で達成可能である、なぜなら、これら
の残余の量は、糸状菌および細菌の成長のための良好な素地となるからである。
【０００６】
アプリケータブラシは、マスカラをまつげに塗布するために、かつ、いわゆるアイライナ
として瞼にマスカラを塗布するためにも使用可能である。
【０００７】
供給容器が空になると、アプリケータブラシは通常これとともに処分される。アプリケー
タブラシは、マスカラと比べて、製造するのに比較的費用がかかり、それはできる限り安
価に製造されるべきである。
【０００８】
公知のアプリケータブラシは、上記の要求のいくつかのみを満足させるだけで、さらなる
不利益を有する。
【０００９】
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いくつかのワイヤ間に複数個の短い剛毛を配置し、剛毛がワイヤ間に保持されるようにそ
れらを撚ることが、知られている。主として今日マスカラアプリケータとして使用されて
いるそのような撚られたアプリケータブラシは、たとえばＵＳ　４　９８２　８３８に記
載されている。撚られたアプリケータブラシの実質的な不利益は、剛毛の目の詰まった配
置のために、使用中、マスカラの大部分が剛毛間に形成される領域にとどまり、たとえば
胞子または細菌などの汚物が成長する可能性があるということである。さらに、剛毛がま
つげまたは毛と梳かすように係合することができないので、そのようなアプリケータブラ
シは、複数個の密に束ねられた剛毛のために、まつげまたは毛を均一に梳かすことができ
ない。
【００１０】
コーミング作用を改良するために、ＤＥ　８０　２６　３７２　Ｕ１は、非対称の剛毛支
持を撚られたワイヤに組込むことを試みた。このタイプの構成は、非常に労力がかかり、
複数個の剛毛がまつげまたは毛を遮る表面を形成し、そのため、良好なコーミング効果を
達成するために必要とされるであろう範囲まで毛が剛毛間に入り込むことができないので
、実際にはコーミング効果を改良していない。
【００１１】
ワイヤおよび剛毛が個別に製造され、剛毛がその後にワイヤにねじ込まれなければならず
、これは装置の観点から複雑であるので、撚られたアプリケータブラシの製造は比較的高
価でもある。それにより、端が、損傷を引起す可能性のある鋭い端縁を有することを防ぐ
ために、剛毛端はまた、ばり取りされ磨かれなければならない。撚られたアプリケータブ
ラシのさらなる不利益は、撚られた金属ワイヤから形成された金属芯が使用中曲がる可能
性があり、これがアプリケータブラシを役に立たなくし、かつユーザの目の領域に大きな
危害を与える、ということである。
【００１２】
剛毛ストックを含む撚られたアプリケータブラシの不利益をなくすために、射出されたフ
ィンガを含むアプリケータブラシが開発され（ＤＥ　８０　１０　７４０　Ｕ１に記載さ
れる）、クレーム１の前文はこれに基づいている。このタイプのアプリケータブラシは、
射出されたプラスチック被覆を備え、これとともにワンピースで形成された径方向外方に
突出するフィンガを有する比較的硬い管状支持を有し、フィンガはそれらの長さにわたっ
て一定の断面を有する。個々のフィンガに十分に大きい相互の分離を与えることにより、
このアプリケータブラシのコーミング効果を改良する試みがなされた。しかしながら、こ
れは、フィンガ間の空間に受容されるマスカラの量を不十分なものとしてしまった。フィ
ンガがより小さい相互の分離で配置されるならば、十分な量のマスカラが受け入れられる
ことができるが、まつげおよび毛はフィンガ間に入り込むことができないかまたは不十分
にしか入り込むことができないので、コーミング効果は不適当である。ＤＥ　８０　１０
　７４０　Ｕ１は、フィンガをプロファイルすることにより、マスカラのための受容容量
を増大させようとする。これは上述の問題をわずかに低減するが、それらを完全に解消す
るわけではない。コーミング効果およびその後のマスカラの塗布、ならびに任意で新たな
最終のコーミングからなる所望のシーケンスは、ＤＥ　８０　１０　７４０　Ｕ１のアプ
リケータブラシによって保証されない。その上、それは、比較的硬質の中心支持のために
、小さい力の付加では曲がらず、そのため瞼またはまつげの曲率に対する最適な調節が確
保されない。
【００１３】
この発明の基本的目的は、良好なコーミング効果および塗布されるべき媒質の良好で均一
な塗布を信頼性高く達成する、上述のタイプのアプリケータブラシを製造することである
。
【００１４】
この目的は、フィンガがそれらの自由端に向かって先細になる断面を有し、キャリアとと
もに、弾性プラスチック材料、特にエラストマプラスチック材料から作られるという点で
、上述の構成のアプリケータブラシによって達成される。



(4) JP 4458217 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

【００１５】
フィンガの外方に先細になる形状は、フィンガの足部、すなわちそれらが支持に接続され
る所が、その自由端より小さい相互の分離を有することを確実にする。フィンガの自由端
でのより大きい分離は、それらが梳かすように毛およびまつげと簡単に係合できることを
確実にする。比較的大きい相互の分離のために、フィンガの先端の領域に、マスカラは全
く受入れられないかまたは小量のみ受入れられ、これは従来どおり設けられたワイパによ
ってほぼ完全に取除かれ、このため、フィンガの先端領域は実質的にマスカラを含まず、
純粋なコーミング効果を行う。したがって、まつげおよび毛は、フィンガの足領域に収容
されるマスカラと接触する前に梳かされる。このように、まつげは、実際のマスカラを塗
布する前に、非常によく予め位置決めされるということがわかっている。
【００１６】
近隣のフィンガ間のそれらの足領域における比較的小さい分離のために、十分に多量のマ
スカラが受入れられ、アプリケータブラシの供給容器への頻繁な浸漬をほぼ回避すること
ができる。
【００１７】
この発明のアプリケータブラシは、減少圧力でまつげに通してアプリケータブラシのフィ
ンガ先端を動かすことにより、まつげおよび毛がマスカラの塗布後再度梳かされるという
点でも、有利である。
【００１８】
支持およびフィンガは、軟性の弾性プラスチック材料からワンピースで形成され、アプリ
ケータブラシは確実に、低い圧力でも瞼の曲率に対して調節され、それにより信頼性高く
アプリケータブラシの破損を防ぐ。アプリケータブラシは、過度の圧力下で変形するが、
圧力除去後その元の形状に戻る。
【００１９】
上述したように、キャリアおよびフィンガは、プラスチック材料からワンピースで形成さ
れる。塗布の所望の目的に対して支持の安定性を調節するために、支持に局部補強インサ
ートを設けることができる。補強インサートの形状、配置およびサイズは、所望の塗布に
対するアプリケータブラシの可撓性の正確かつ簡単な調節を可能にする。
【００２０】
有利には、補強インサートはロッド形状であり、支持の長手方向に延在する。補強インサ
ートの突出する部分が保持または装着部分を形成し、ここでアプリケータブラシを直接掴
んだり、または別の保持部品に装着することができるように、それは支持から突出可能で
ある。
【００２１】
この発明の好ましい実施例では、保持インサートは、プラスチック材料、特に繊維補強プ
ラスチック材料、たとえばガラス繊維補強ポリプロピレンからなり、フィンガを含む支持
は、補強インサートの上に射出される。補強インサートは、好ましくは、支持の長さの半
分を超えて、特にその長さの約８０％を超えて延在し、支持の材料は、十分な強度で補強
インサートを覆い、アプリケータブラシに全体として十分な弾性および可撓性を与える。
好ましくは、支持の弾性プラスチック材料をでの補強インサートの被覆が、補強インサー
トの直径の１または２倍の厚さを有するように、支持の直径は、補強インサートの直径よ
りも３から５倍大きい。
【００２２】
この発明の好ましい実施例では、フィンガは、実質的にそれらの全長を通じて、それらの
足領域から先端領域まで先細になる。フィンガの部分、たとえば足領域に一定の断面を設
けることも可能である。
【００２３】
フィンガは円形または多角形の断面などの複数個の異なった断面形状、すなわち円錐形ま
たは多角形を有することができる。フィンガは、十文字、Ｃ字形もしくはＹ字形、または
環状の断面を有してもよい。断面形状は、塗布されるべき媒質のできる限り大きな受容ま
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たは連続的な吐出を与えるように選択可能である。アプリケータブラシ全体は、均一の断
面形状のフィンガを含むことができる。代替的に、支持は、異なった断面形状を有するフ
ィンガを含む。
【００２４】
上述の撚られた剛毛とは対照的に、射出されたフィンガは、互いについて正確に規定され
た位置をとることができる。これは、受入れられ吐出されるマスカラの量の正確な調節を
可能にし、ワイパを用いてほとんどの過剰なマスカラの除去を可能にする。この発明の好
ましい展開では、フィンガは、支持の軸方向に互いから分離されたいくつかの平面に相互
に配向され、平面間の分離の選択は、塗布されるべき媒質に対するアプリケータブラシの
塗布特性の調節を可能にする。１平面に配置されるフィンガは、好ましくは、支持の周囲
にわたって均一に分布され、３から６個のフィンガが１平面に配置される。その後の平面
におけるフィンガは、同じ態様で配列可能であり、または支持の周方向に変位可能である
。
【００２５】
第１の実施例によれば、特に、フィンガのいくつかの均一に間隔をあけられた平面がある
場合に、フィンガは、支持の長手方向に延在する列に整列する。代替的に、フィンガは、
支持について螺旋状に延在する少なくとも１つの列に配置可能である。フィンガなしの部
分は、支持の長手方向および周辺方向に設けられてもよい。
【００２６】
人のまつげの直径は、約０．０５から０．０８ｍｍであり、眉毛の毛は、約０．０３ｍｍ
から０．１０ｍｍである。この発明の好ましい実施例では、近隣のフィンガ間のそれらの
足領域における分離は、０．０３ｍｍと０．１ｍｍとの間であり、特に約０．０５ｍｍで
ある。これは、単一の毛がフィンガの足領域間に収容可能であることを確実にし、かつ、
何本かの毛が２つのフィンガ間を通り抜けるという可能性を最小にする。任意で、別個の
領域を、まつげおよび眉毛を処理するために設けることができ、フィンガが、異なった相
互の分離を有する少なくとも２つの領域において支持上に配置されるという点で、フィン
ガ間の分離はそれぞれの毛に対して最適に調節される。
【００２７】
この発明の好ましい実施例では、フィンガは異なった径方向の長さを有することができる
。これは、より短いフィンガによってマスカラが塗布されるより前に、より長いフィンガ
がまつげおよび毛を梳かし整列させることを確実にする。これは、特に、短いフィンガお
よび長いフィンガが支持の軸方向に交互に配置される場合に当てはまる。
【００２８】
フィンガの表面が滑らかではなく構造化されているときにも、アプリケータブラシの塗布
特性に影響をおよほすことができる。表面は、たとえば、波形、渦巻き形または鋸歯状で
あることができる。特に、フィンガは、塗布されるべき媒質を受入れるための表面窪みを
有することができる。窪みは、たとえば、マスカラを貯蔵するための小さい止まり穴とし
て形成され、これから、それは徐々にかつ均一に吐出される。
【００２９】
この発明のさらなる展開では、フィンガの自由端は、フィンガの先端が好ましくはブラシ
状に形成されるように、いくつかに分割される。これは、アプリケータブラシが非常に細
い毛にも届き梳かすことができることを確実にする。
【００３０】
フィンガおよび支持は、同じプラスチック材料から作られることができる。代替的に、異
なったプラスチック材料のフィンガを支持上に配置することができ、それにより、ユーザ
にとって認識可能である、異なったコーミング効果および塗布効果を与える。
【００３１】
支持の前自由端は、損傷のいかなる危険性をも防ぐためにも、通常丸くされている。この
発明に従えば、支持の前自由端がいくつかの軸方向に延在するフィンガを含むならば、こ
の領域を塗布のために使用することができる。これは、アプリケータブラシを用いて比較
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的細いマスカラの線を引くことを可能にするが、これはアイライナとしてのアプリケータ
ブラシのさらなる使用を可能にするものである。
【００３２】
マスカラは、通常、アプリケータブラシをマスカラ供給容器に浸漬することにより、フィ
ンガの足領域に受入れられる。代替的に、マスカラは、内部経路を介してフィンガに案内
され、これから出ていくこともできる。これは、たとえば、支持が１つ以上の内部軸経路
を有し、この中に塗布されるべき媒質が供給可能であることで、実施可能であり、フィン
ガおよび／または中間部分には、軸経路をアプリケータブラシの外側に接続する出口経路
が設けられる。出口経路は、２つの近隣のフィンガ間の足領域に開くか、または、フィン
ガを通ってフィンガ先端領域まで延在することができるか、のいずれかである。ユーザは
、軸経路の部分を、そのために設けられた支持の領域において圧縮し、ポンピング効果を
達成することにより、軸経路および出口経路におけるマスカラの移送を支持することがで
きる。
【００３３】
この発明のさらなる実施例では、さらなるアプリケータが、アプリケータブラシの前端に
おいて伸長可能であり、軸経路に引き込め可能であるように、支持は、少なくとも１つの
さらなるアプリケータの保持手段、特に保持バーが軸方向に変位可能な態様で中に案内さ
れる、内部軸経路を有する。それにより、さらなるアプリケータは、アイライナとして使
用可能であり、または、さらなる塗布機能に任意の他の態様で調節可能である。
【００３４】
この発明のさらなる展開では、２つの同軸の保持手段が内部軸経路に設けられ、その各々
の前端は、１つのさらなるアプリケータを担持する。同軸の保持手段は、互いに対してお
よび支持に対し変位可能であり、任意で、１つまたは両方のさらなるアプリケータの伸長
または支持へのその引き込めを可能にする。
【００３５】
アプリケータブラシが使用されないとき、それは、それを実質的にしっかりと取囲むケー
シング内に収容されなければならない。従来のアプリケータブラシは、ケーシング内に挿
入される。この発明のさらなる展開によれば、支持は、その後端に、ケーシング内に摺動
可能に受入れられる案内部を含む。ケーシング内の案内部の変位は、ケーシングから突出
する使用位置とケーシング内に引き込められる休止位置との間で、支持およびフィンガの
調節を可能にする。そのような伸縮アプリケータブラシは、ユーザが供給容器からアプリ
ケータブラシを分離し、アプリケータブラシの使用中にこれを手で保持する必要がないと
いう点で、有利である。さらに、この発明の設計は、片手でのアプリケータブラシの使用
を可能にし、アプリケータブラシはそれにより、その使用位置に簡単にもたらされること
が可能である。
【００３６】
ケーシングおよび挿入されたアプリケータブラシは、好ましくは、ケーシング上に配置さ
れたワイパダイヤフラムを介して周囲から分離され、アプリケータブラシを出すとき支持
はこれを貫き、ワイパダイヤフラムは、支持上のフィンガの配置に対応して形作られた通
路を有する。支持またはフィンガを伸長するとき、ダイヤフラムは余分のマスカラを拭い
取り、それをケーシング内にとどめる。ダイヤフラムは、好ましくは、支持およびフィン
ガの伸長および引き込めを可能にしながら変形され得ない状態でケーシング内部の十分な
封止を保証するために、単に切られるかまたは狭く切込みを入れられる。
【００３７】
この発明のアプリケータは、安価な製造を促進するために、単一または複数の構成要素射
出方法を用いて単一のステップで製造可能である。それにより、第１のプラスチック材料
からなる補強インサートは、支持およびこれとワンピースで接続されるフィンガを形成す
るための第２の弾性プラスチック材料とともに、射出される。補強インサートは、予め作
られその後に射出成形用金型に導入されることが可能であり、または、先のステップにお
いて射出成形用金型に直接、製造または射出されることが可能である。
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【００３８】
この発明のさらなる詳細および特徴は、添付の図面を参照して実施例の以下の記載から導
出可能である。
【００３９】
図１から図３に示す、マスカラのためのアプリケータブラシ１０は、異なった径方向に外
方に延在する複数個のフィンガ１２をその外側に含むロッド形状の支持１１を含む。支持
１１およびフィンガ１２は、軟性の弾性プラスチック材料、特にエラストマから、単一の
プラスチック部品として形成される。支持の後端部分１１ａは、フィンガを有さず、ハン
ドルまたは駆動部品の上に支持を装着するためのものである。支持は、その前端１１ｂに
おいて従来のように先細になり、その先端において丸くされる。
【００４０】
フィンガ１２は、互いから分離されており、それらの自由端に向かって先細になる断面を
有する。この場合には、フィンガ１２は、足部、すなわち支持１１への接続点から先端に
向かって連続的に先細になる。
【００４１】
図３に特に示すように、フィンガ１２は、支持について一列に配置され、図示の実施例（
図２）では、アプリケータブラシ１０が星形の断面を有し、６個のフィンガ１２が周囲に
ついて均一に分布されるように、約６０°の周辺角度を会して互いについて変位される。
【００４２】
図４に示す実施例は、フィンガ１２が支持１１の軸方向に分離されたいくつかの平面Ｅ１
、Ｅ２、Ｅ３…に配置されるという点で、前述の実施例と異なっており、フィンガが、支
持１１の長手方向に延在するいくつかの列に整列するように、個々の平面Ｅ１、Ｅ２、Ｅ
３…におけるフィンガ１２の配置は同様である。この場合にも、６個のフィンガが各平面
に設けられ、支持の周囲について均一に分布される。
【００４３】
ここまでに記載された実施例のフィンガのすべては、円錐形または角錐形を有するが、図
５は、支持１１上に配置される、異なった断面のフィンガ１２を備えるアプリケータブラ
シを示す。図５は、断面が、円形、三角形、十文字、環状、Ｃ字形、Ｙ字形、正方形また
は長方形であることができるということを示す。
【００４４】
図６および図７は、支持１１が、軸方向に互いの背後に配置される２つの領域Ｂ１および
Ｂ２を有し、フィンガが異なった相互の分離で配置される、アプリケータブラシ１０を示
す。支持１１の先端を取囲む、前領域Ｂ２におけるフィンガは、比較的広い足部を有し、
軸方向に隣接する後領域Ｂ１におけるフィンガはより小さく、すなわち、それらはより小
さい足部を有する。これは、フィンガ密度を増大させる。フィンガの径方向長さは、両方
の部分において同じである。
【００４５】
図７は、足領域における近隣のフィンガ間の分離Ａが、個々の毛Ｈが２つのフィンガ１２
間の空間内へそれらの足部まで入り込むことができるように、選択されていることを示す
。分離は、特に、０．０３と０．１ｍｍとの間の領域にあり、特に約０．０５ｍｍである
が、これはまつげまたは眉毛の毛の平均的太さに対応する。領域Ｂ１および領域Ｂ２にお
けるフィンガは、対応する設計を有する。
【００４６】
図８は、長手方向に交互に配置された近接する長いフィンガおよび短いフィンガを備える
アプリケータブラシ１０を示し、短いフィンガは、長いフィンガのそれの約半分または２
／３の長さを有する。
【００４７】
図９および図１０は、フィンガが表面構造を有するアプリケータブラシ１０を示す。詳細
な図（図１０）は、フィンガが、波形である（１２ａ）か、またはそれらの表面の上に歯
を有する（１２ｂ）ことができることを示す。
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【００４８】
図１１および図１２は、フィンガ１２が、それらの表面上に、塗布すべき媒質たとえばマ
スカラを収容するための小さい窪み１４を有するアプリケータブラシを示す。マスカラは
、アプリケータブラシ１０の使用中、窪みから放出される。
【００４９】
図１３および図１４に従うさらなる展開では、先端が剛毛状の触手１５を形成してコーミ
ング効果を増大させるように、フィンガの外側自由端は非常に短い径方向領域にわたって
いくつかに分割されている。
【００５０】
図１５は、ユーザによって区別可能である、支持１１上に射出された異なったプラスチッ
ク材料のフィンガ１２を有するアプリケータブラシを示すが、。図示の実施例では、異な
った材料のフィンガは、支持の軸方向に交互になっている。いくつかの領域では、フィン
ガは、同じプラスチック材料から作られることができる。
【００５１】
フィンガが支持から径方向のみに突出する上記実施例と対照的に、図１６は、支持１１の
前端に形成され、支持１１およびフィンガ１２とともに単一のプラスチック成分を構成す
る、いくつかのさらなる軸方向に延在するフィンガ１３を備えるアプリケータブラシ１０
を示す。
【００５２】
図１７および図１８は、マスカラを個々のフィンガ１２に供給するためのシステムを示す
。この目的のために、矢印によって示すように供給容器（図示せず）からマスカラが供給
可能である軸経路１６が支持１１内に設けられる。フィンガは、内部出口経路１８を有し
、この出口経路の内側端は軸経路１６に接続され、出口経路は、フィンガ１２の先端にお
いて終わる。さらに、２つの近隣のフィンガ間の足領域において終わる出口経路１７が設
けられる。図に示すように、マスカラは、軸経路１６からアプリケータブラシの外側まで
出口経路１７および１８を通過することができる。
【００５３】
図１９および図２０は各々、その先端に伸縮するさらなるアプリケータ２１および２２を
備える１つのアプリケータブラシ１０を示す。図１９に従うアプリケータブラシ１０の支
持１１は、保持ロッド１９が変位可能な態様で案内され、その前端にさらなるアプリケー
タ２１を有する、内部軸経路２０を有する。さらなるアプリケータは、アプリケータブラ
シ１０の前端において保持ロッド１９の変位によって伸長可能であり、または、保持ロッ
ド１９を引き込めることにより支持１１の内側に収容可能である。
【００５４】
図２０は、図１９に従うアプリケータブラシのさらなる展開を示し、２つの同軸の保持ロ
ッド１９および２３が設けられ、それらの各々がその前端において１つのさらなるアプリ
ケータ２１および２２を支持する。両方のさらなるアプリケータ２１および２２が個別に
またはともにのいずれかで、伸長および引き込め可能であるように、２つの保持ロッド１
９および２３は、互いに対しておよび支持１１に対して変位可能である。
【００５５】
図２１および図２２は、図１の実施例における（既に記載した）アプリケータブラシを示
し、その支持１１の後端１１ａは、ケーシング２５に変位可能に受入れられる案内部２４
に接続される。ユーザが、アプリケータブラシ１０がケーシング２５の外側に配置される
作動位置（図２１）とアプリケータブラシ１０がケーシング２５内に完全に引き込められ
た休止位置との間で、ケーシング２５内で駆動部分２４ａの変位により案内部２４を調節
することができるように、案内部２４の駆動部分２４ａは、ケーシング２５の外側に突出
する。図２２は、アプリケータブラシの引き込めの際の中間状態を示す。
【００５６】
ケーシング２５の前端は、支持１１上のフィンガ１２の整列に対応する交差するスリット
であるダイヤフラム２６（破線によって示される）によって閉じられる（図２３）。スリ
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シング２５の内側を封止する。
【００５７】
マスカラは、ケーシング２５内に位置し、フィンガ１２によって受入れられることができ
る。アプリケータブラシを伸長するとき、十分な量のマスカラがフィンガ１２間の足領域
に存在するように、余分のマスカラは、スリット２７によって規定されるダイヤフラムフ
ラップによって拭い取られる。
【００５８】
図２４は、繊維強化プラスチック材料から作られるロッド形状の補強インサート２８を有
するアプリケータブラシ１０の代替の実施例を示す。補強インサート２８の長さの部分お
よびその上にワンピースで形成されるフィンガ１２は、支持１１のエラストマプラスチッ
ク材料とともに、射出され、補強インサート２８の一方の端は、支持１１中に配置され、
突出する部分が保持または装着部分２８ａを形成し、ここでアプリケータブラシがユーザ
によって直接掴まれるか、またはさらなる握りまたは保持部に装着可能であるように、対
向する端は、それから突出する。図は、補強インサート２８がその長さの約８０％を通じ
て支持１１中の中心に延在することを示し、補強インサートが、補強インサート２８の直
径の約１から１．２倍に対応する厚さを備える支持１１の弾性プラスチック材料によって
覆われるように、支持の外径は、補強インサート２８の直径の３．０から３．５倍である
。支持１１中に配置される補強インサート２８の前端は、必要とされる可撓性をこれに与
えるのに十分である、支持１１の前端からの分離を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　アプリケータブラシの第１の実施例の縦断面図である。
【図２】　図１の断面ＩＩ－ＩＩの図である。
【図３】　図１に従うアプリケータブラシの外側の図である。
【図４】　図３に従うアプリケータブラシの代替の実施例の図である。
【図５】　アプリケータブラシのさらなる実施例の外側の図である。
【図６】　アプリケータブラシのさらなる実施例の縦断面図である。
【図７】　図６の詳細ＶＩＩの図である。
【図８】　アプリケータブラシのさらなる実施例の縦断面図である。
【図９】　アプリケータブラシのさらなる実施例の縦断面図である。
【図１０】　図９の詳細Ｘの図である。
【図１１】　部分的に断面の、アプリケータブラシのさらなる実施例の図である。
【図１２】　図１１の詳細ＸＩＩの図である。
【図１３】　アプリケータブラシの代替の実施例の縦断面図である。
【図１４】　図１３の詳細ＸＩＶの図である。
【図１５】　アプリケータブラシのさらなる実施例の側面図である。
【図１６】　アプリケータブラシのさらなる実施例の縦断面図である。
【図１７】　アプリケータブラシの代替の実施例の縦断面図である。
【図１８】　図１７の詳細ＸＩＩＩの図である。
【図１９】　アプリケータブラシのさらなる実施例の縦断面図である。
【図２０】　図１９に従うアプリケータブラシのさらなる展開の図である。
【図２１】　伸長された位置にあるケーシングを含むアプリケータブラシの図である。
【図２２】　部分的に引き込められた位置にある図２１に従うアプリケータブラシの図で
ある。
【図２３】　ケーシングの閉じているダイヤフラムの図である。
【図２４】　アプリケータブラシのさらなる実施例の縦断面図である。
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