
JP 2017-518132 A 2017.7.6

(57)【要約】
　マスク、ワイプ、又はウェットティッシュを加熱する
ためのパケットを含む、加熱システム。好ましい実施形
態では、パケットは、プリント加熱要素、プリント回路
要素、及び電源に接続するための手段を含む。電力は、
USB型コネクタ、又は加熱パケットと連動するように特
別設計された手持ち式電源を介して供給され得る。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面及び下面のパネルと、
　織物と、
　前記パネルのうちの少なくとも一つと物理的に接触する少なくとも一つの加熱要素と、
を備えている加熱パケットであって、
　前記上面及び下面のパネルが、25mm～150mm×25mm～150mmの大きさのリザーバを前記二
つのパネルの間に形成するように互いに接合される周囲部分を有し、
　前記織物が、前記リザーバ内に配置された美容又はパーソナルケア用の調整品で含浸さ
れ、
　前記加熱要素が、連続的な抵抗電気経路であり、前記抵抗電気経路が、前記加熱要素が
配置されるパネルの前記周囲部分の近くに配置された正端子及び負端子を有している、加
熱パケット。
【請求項２】
　前記上面及び下面のパネルが、25μmから100μmの厚さである、請求項1に記載の加熱パ
ケット。
【請求項３】
　前記加熱要素が、1Ωから15Ωの間の抵抗を有している、請求項1に記載の加熱パケット
。
【請求項４】
　前記加熱要素が、5ワットから10ワットの比率で電気エネルギーを熱に変換することが
可能である、請求項3に記載の加熱パケット。
【請求項５】
　前記加熱要素が、前記上面のパネル又は下面のパネルの外側表面上に印刷される正温度
係数インクを含んでいる、請求項4に記載の加熱パケット。
【請求項６】
　請求項5に記載の加熱パケットと、
　外部電源を前記加熱パケットの前記正端子及び負端子に接続するための手段と、
を備えており、前記電源の電圧が1.5Vから12Vの範囲内である、パケット加熱システム。
【請求項７】
　前記正端子及び負端子を前記外部電源に接続するための前記手段が、電力ケーブルを含
んでおり、前記電力ケーブルが、一方の端部に二つの金属製クリップを有し、他方の端部
にUSB型コネクタを有している、請求項6に記載のパケット加熱システム。
【請求項８】
　前記パケットが、プログラムされた命令を有する集積回路を含んで構成されており、前
記USB型電力ケーブルが、前記パケットとの間でデータを転送することが可能である、請
求項7に記載のパケット加熱システム。
【請求項９】
　前記外部電源が、一つ以上電池を含んでいる、請求項6に記載のパケット加熱システム
。
【請求項１０】
　前記正端子及び負端子を前記外部電源に接続するための前記手段が、
　前記一つ以上の電池を収容する握り部と、
　固定ジョーと、
　前記固定ジョーにヒンジ付けされた可動ジョーであって、前記パケットが前記固定ジョ
ーと前記可動ジョーとの間に把持され得るように、前記固定ジョーに対して付勢される可
動ジョーと、
　前記パケットが前記固定ジョーと前記可動ジョーとの間に把持されたときに前記加熱要
素の前記正端子及び負端子と同時に接触するように位置決めされた、正及び負の電力端子
と、
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　前記一つ以上の電池と前記正及び負の電力端子との間で電気を運ぶことが可能な正及び
負の電力リード線と、
を含むトングである、請求項9に記載のパケット加熱システム。
【請求項１１】
　前記電力ケーブルの前記金属製クリップを前記加熱要素の前記正端子及び負端子に取り
付けるステップと、
　電気が前記加熱要素を通って流れるように、電力を提供することができるUSBジャック
に前記USB型コネクタを挿入するステップと、
　前記パケット内の前記マスクを所望の適用温度まで加熱するのに十分な時間にわたって
、電気を前記加熱要素に流すステップと、
　前記電気の流れを停止するステップと、
　前記加熱パケットから前記マスクを取り出すステップと、
を含む、請求項7に記載のパケット加熱システムを使用する方法。
【請求項１２】
　前記加熱要素の前記正端子及び負端子と前記トングの前記電力端子との間に電気的接触
が確立されて電気が前記加熱要素を通って流れるように、前記パケットを前記トングの前
記グリップ内に配置するステップと、
　前記パケット内の前記マスクを所望の適用温度まで加熱するのに十分な時間にわたって
、電気を前記加熱要素に流すステップと、
　前記トングの前記グリップから前記パケットを取り外すステップと、
　前記加熱パケットから前記マスクを取り出すステップと、
を含む、請求項10に記載のパケット加熱システムを使用する方法。
【請求項１３】
　ベースと、
　前記ベース内に置かれた、美容マスクを包含する複数のパケットと、
　一方の端部に二つの金属製クリップを有し、他方の端部にUSB型コネクタを有している
、電力ケーブルと、
を含んでいる、キット。
【請求項１４】
　前記ベースが、前記ベース内に収容された電源から電力を引き出すことが可能なUSBジ
ャックを含んでいる、請求項13に記載のキット。
【請求項１５】
　ベースと、
　前記ベース内に置かれた、美容マスクを包含する複数のパケットと、
　電力トングと、
を含んでいるキットであって、前記電力トングが、
　一つ以上の電池を収容する握り部と、
　固定ジョーと、
　前記固定ジョーにヒンジ付けされた可動ジョーであって、前記パケットが前記固定ジョ
ーと前記可動ジョーとの間に把持され得るように、前記固定ジョーに対して付勢される可
動ジョーと、
　前記パケットが前記固定ジョーと前記可動ジョーとの間に把持されたときに加熱要素の
正端子及び負端子と同時に接触するように位置決めされた、正及び負の電力端子と、
　前記一つ以上の電池と前記正及び負の電力端子との間で電気を運ぶことが可能な正及び
負の電力リード線と、
を含んでいる、キット。
【請求項１６】
　前記電池が再充電可能であり、前記ベースが、電力幹線から電力を引き出すことが可能
な電源コードと、前記電力トングが前記ベースに置かれているときに電力を前記電力トン
グへ運ぶことが可能な導線と、を含んでおり、それにより、前記電力が前記電池に送られ
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て、前記電池に蓄えられる、請求項15に記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、美容及びパーソナルケア用のトリートメントを送達するために使用される織
物基材に関する。より具体的には、本発明は、加熱される美容及びパーソナルケア用のマ
スク及びワイプ(wipe)を対象とする。
【背景技術】
【０００２】
　美容又はパーソナルケア用の調整品を含浸させた織物及び不織布は、よく知られている
。それらには、ワイプ、ウェットティッシュ(towelette)、及びマスクとして知られるも
のが含まれる。(簡潔さのために、本明細書の残りの部分では、ワイプ、ウェットティッ
シュ、及びマスクを意味するために「マスク」又は「マスクタイプ製品」という用語を使
用する)。美容及びパーソナルケア用のマスクは、皮膚に製品を送達し且つ/又は皮膚から
物質を除去するための普及している手段である。マスクの束が単一の容器に包装されるこ
ともある。或いは、パケットなどの密閉されたパウチに単一のマスクが包装される場合も
ある。個別包装は、汚染機会を減らし、且つ、マスクをより持ち運び易くする。マスクは
通常、一回の使用を対象とする。したがって、一旦パケットが開かれてマスクが取り出さ
れると、パケットは廃棄され得る。
【０００３】
　美容又はパーソナルケア用のマスクは一般に、顔全体、手、又は幼児の尻などの、大面
積を覆う。したがって、パケットに収めるために、マスクは通常一回以上折り畳まれる。
基本的なパケットは、油吸着を防ぐためにコーティングされた従来のペーペーウェブで作
られる。或いは、プラスチックラミネート及びフォイルラミネートも使用される。マスク
製品のための典型的なパケットは、相互に折り重なることが可能な第1及び第2のパネルと
、パネルの周辺部に沿った接合部とを有する、シートを含み得る。接合は、例えば、接着
剤又は溶接の連続的なラインによって達成され得る。接合されたパネルとパネルとの間に
、マスクのためのリザーバが画定される。通常、リザーバからマスクを取り出すためにパ
ケットを開くための手段が設けられる。例えば、パケットのより弱い部分に沿って、プル
タブが配置され得る。典型的なパケットは、基本的に長方形又は正方形で、一辺が25～15
0mmであるが、より大きいパケット、及び違う形状のパケットも知られている。一般に、
パケットは比較的平坦である。二つの対向したパネルは、インク印刷などの、パッケージ
ングの分野で知られている任意の適切な手段によって装飾され得る。場合により、パケッ
ト材料は、完成したパケットに向上した品質を与えるように処理される。例えば、フォイ
ル製パケットは、フォイルの空気及び水に対する透過性を低くするように処理され得る。
プラスチック製パケットは、パケット材料の黄変を防ぐように処理され得る。パケットの
内側又は外側への適用について、多くのタイプの処理が知られている。
【０００４】
　昨今では、パーソナルケアの会社は、美容又はパーソナルケアの体験に加熱源を組み込
むことにより、消費者の関心を集めようとしている。マスクタイプ製品を加熱するための
使い勝手がよく持ち運べるシステムが、実消費者の要求を満たし、市場における優位性を
提供する。本発明は、この要求に取り組む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　主な目的は、個々のマスク、ワイプ、又はウェットティッシュがパケット内に配置され
ている間にそれを加熱するための簡単な手段を提供することである。
【０００６】
　別の目的は、送電網又は送電線に接続することなくどこでも加熱することができるマス
クタイプ製品を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、美容製品又はパーソナルケア製品を含浸させた織物マスク(又はワイプ若し
くはウェットティッシュ)を包含する、使い捨てパケットを含む。パケットの一つ以上の
外側表面が、プリント加熱要素、プリント回路要素、及び電源に接続するための手段を含
む。パケットは、家から離れて、また、電力網への接続なしで、使用されるように設計さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の加熱パケットの一つの実施形態の斜視図である。
【図２】本発明の加熱パケットの第2の実施形態の側面図である。
【図３】内部の美容マスクを取り出すために部分的に開かれたパケットを示す図である。
【図４】電力を提供するためにUSB型コネクタがパケットに取り付けられた、パケット加
熱システムの第1の実施形態の斜視図である。
【図５】内部の美容マスクを示すためにパケットが部分的に開かれていることを除き、図
4と同じ図である。
【図６】美容マスクを包含する複数のパケットと、マスクを加熱する際に使用されるUSB
型コネクタとを含むキットを示す図である。
【図７】美容マスクが内部に封入されたパケットを電力トングが挟んでいる、パケット加
熱システムの第2の実施形態の斜視図である。
【図８】本発明の加熱パケットと共に使用するための電力トング上の一組のクリップの一
つの実施形態を示す図である。トングのジョーは、開位置で示されている。
【図９】図8の電力トングの分解組立図である。
【図１０】トングのジョーが閉位置で示されていることを除き、図8の電力トングの断面
図である。
【図１１】加熱中に開かれた、再封可能な加熱パケットを示す図である。
【図１２】美容マスクを包含する複数のパケットと、マスクを加熱する際に使用される電
力トングとを含むキットを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　「使い捨て」パケットとは、使用者によってパケットが開かれた後でパケットを再封す
るための手段を持たないパケットを意味する。好ましい使い捨てパケットは、ちょうど一
回分の美容又はパーソナルケア用のマスク、ウェットティッシュ、若しくはワイプを保持
する。以下、特に指定のない限り、「パケット」は「使い捨てパケット」を意味する。
【００１０】
　「含む(comprise)」とは、要素の群が、明記されたものに限定されず、追加的な要素を
含む場合もあればそうでない場合もあることを意味する。
【００１１】
　加熱パケット
　図1～図3を参照すると、本発明の一つの実施形態によるパケット1が、上面パネル1a及
び下面パネル1bを含む。各パネルは、それぞれの周囲部分1c、1c'を有する。周囲部分は
互いに接合され、したがって、周囲環境から切り離されたリザーバ1eを形成する。封止に
先立って、美容マスク10がリザーバ内に配置される。接合は、例えば、接着剤、又は音波
溶接(sonic welding)などの溶接の連続的なラインによって達成され得る。パケットの内
容物を乾燥及び汚染から保護するために、シールは気密であることが好ましい。シールは
、恒久的であってもよく、半恒久的であってもよい。シールが恒久的である場合、マスク
を取り出すためにパケットを開くための手段が設けられなければならない。例えば、パケ
ットのより弱い部分に沿って、開封帯又はプルタブが配置され得る。或いは、シールが半
恒久的である場合、パケットのパネルは、図に示されるように剥離され得る。半恒久的な
シールは、感圧接着剤を使用して実現することができ、また、再封可能とされ得る。
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【００１２】
　パケットの構成は、一種の材料、又はスタック、又は異なる材料のラミネートを含み得
る。パケット材料の幾つかの有用な例には、ポリエチレン(PE;低密度、中密度、及び高密
度のもの)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)、エチレン酢酸ビニ
ル(EVA)、ポリブチレン(PB)、ビニル類、ポリエステル類、スチレンポリマー類、ナイロ
ン、ポリカーボネート、アクリル類、アクロニトリル類、フルオロポリマー類、セロハン
、及びアルミニウム箔のフィルムが含まれる。それらのラミネートも使用され得る。例え
ば、PETの外側層と低密度ポリエチレン(LDPE、low density polyethylene)の内側層とを
含むパケットが、本発明に有用である。パケットを介した熱伝達を向上させるためにアル
ミニウム箔を含むラミネートもまた、有用である。このラミネートの一つの例は、PET12/
Alu09/PET12/PE75である。ほとんどのパネル構成は不透明なものであるが、パネルに使用
され得る透明なラミネートの一つの例は、酸化ケイ素/PE75でコーティングされたPET12/P
ET12である。この場合、パケット内部のマスクは、外部から見える。
【００１３】
　パケット1のパネル1a、1bを介した熱伝達は、パネルの厚さに応じる。したがって、パ
ネルの実厚さは、熱伝達とマスク10を加熱するための所望の時間の長さとの比率に基づい
て選択されるべきである。パケット1のパネル1a、1bの厚さは、典型的には約100μから25
0μ程度、好ましくは100μから200μ、より好ましくは100μから150μであり得る。パケ
ットのラミネートは、通常、低いガス透過性及び湿気防止などの、それらの強化された遮
断特性のために選択される。しかし、本発明での使用に関して、本発明者らはまた、熱を
伝達するラミネートの能力の他に、プリント回路に使用されるインクに対応するラミネー
トの能力を考慮する。
【００１４】
　また、パケット1内のマスク10の加熱は、空所が最小限であるとより均一且つ効率的に
なる。したがって、リザーバ1eの長さ及び幅はマスクを収容することができるがリザーバ
はそれが包含するマスクよりも大き過ぎないことが、好ましい。リザーバは一般に、長方
形(場合により、正方形)であって、25mm～150mm×25mm～150mmの大きさであり得る。パケ
ットは、リザーバの実際の長さ及び幅よりもほんの僅かに大きくなる。また、リザーバは
、パケットの上面及び下面のパネル1a、1bの内側表面がマスクの上面及び下面にぴったり
接して位置するように、浅くなっているべきである。それにより、マスクとパケットとの
間の最も大きい接触面積、及び、マスクへの最も大きい熱伝達が与えられる。
【００１５】
　パケット内の単一のマスクを加熱することは、リザーバ内のより大量の製品を加熱する
こと(例えば、売るのに適したサイズの容器内のマスカラ製品を加熱すること)とは異なる
。リザーバ内の大量の製品を加熱する状況では、製品の揮発性成分は、リザーバ内の製品
が加熱され且つ周囲大気にさらされるたびに、より急速に失われる。製品が完全に乾燥す
ることは、そのような製品のマーケティングにとって重大な問題である。しかし、本発明
では、指示通りに使用された場合、マスクは一回だけ加熱され、また、加熱時間は一般に
、加熱中は密閉されたパッケージ内にある製品に悪影響を与えるには短すぎるので、製品
が完全に乾燥することは、現実的な問題にならない。したがって、マスクに含浸された製
品が揮発性成分を含む場合でも、パケットが開かれた後ですら、製品が加熱によって著し
く劣化するほどの時間はない。
【００１６】
　少なくとも一つの加熱要素2が、パケット1のパネル1a、1bのうちの少なくとも一方と物
理的に接触している。加熱要素において熱が生成されると、一部の熱はリザーバ1e内のマ
スク10へ進み、したがって、マスク及びマスクが保持する製品の温度を上昇させる。一つ
の実施形態(図1)では、パケットのパネルのうちのちょうど一つ1aの外側表面1g上に、加
熱要素2が配置される。この場合、マスクは、片面からのみ加熱される。より好ましくは(
図2参照)、パケットのパネル1a、1bの外側表面1g、1hのそれぞれに、加熱要素2、2'が配
置される。この場合、リザーバ内のマスクは両面から加熱され、より高速である。
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【００１７】
　一つの実施形態では、加熱要素2が、連続的な電気経路として形成され、この電気経路
は、加熱要素が配置されるパネルの周囲部分1c上又はその近くに配置された正端子2a及び
負端子2bを有する。抵抗電気経路は、パネルの一面に均一に熱を生成するために、パケッ
トのパネル一面に輪を描く。外部電源が、電力リード線を通じてパケットの抵抗経路に接
続され、それにより加熱回路が完成され得る。接続は、随意に確立及び解除できることが
好ましい。例えば、接続は、ワニ口クリップ又は他のバネ式クリップなどの金属製クラン
プ(図4、5中の3a、3b)を用いて達成され得る。パケットの外部の供給源からの電気は、一
方の端子に届き、電気抵抗が熱を生成する回路を通過して、他方の端子から出る。パケッ
トの反対側上に第2の加熱要素2'が存在する場合(図2参照)、その要素は、パケットの縁部
に巻き付くことにより、同じ正端子2a及び負端子2bにおいて終端しえる。或いは、第2の
正端子2a'及び負端子2b'の組が、好ましくは第1の端子2a、2bの組に向かい合って、第2の
加熱要素の端部に設けられてもよい。このようにして、パケットの一方の側上の加熱要素
を接続することにより、パケットのもう一方の側上の加熱要素が自動的に接続される。そ
うでない場合、別個の接続部が設けられる必要がある。図5及び図6では、金属製クリップ
3a'、3b'は、絶縁部分3dによって隔てられた、一つのクランプの二つの部品として示され
ている。クリップ同士の間隔は、パケット1の正端子2aと負端子2bとの間隔に合うように
設計される。或いは、図4では、金属製クリップ3a、3bは連結されておらず、相互に自由
なままである。
【００１８】
　電源への接続
　加熱パケットは、電源への電気的接続を必要とする。接続は、随意に確立及び解除され
得るようなものでなければならない(以下、電源への「解除可能な」接続)。本発明は、加
熱パケットと協働するように設計された電力リード線を含む。一つの実施形態が図3に示
されており、この実施形態では、電力ケーブル3が、一方の端部にバネ式クリップ3a、3b
などの金属製クランプを備え、もう一方の端部にUSB型コネクタ3cを備える。この実施形
態では、加熱パケットは、コンピュータ20、自動車のコンソール、バス又は航空機内の無
料コンセント(courtesy outlet)、又は低圧電力を提供することができる他のデバイスな
どの、相補的なUSBジャック30を有する充電デバイスにUSB型コネクタを接続することによ
り、作動され得る。バネ式クリップ3a、3bとパケット加熱要素の正端子及び負端子2a、2b
との間に接触が確立されると、加熱回路が完成して(即ち、閉じて)、電気が充電デバイス
からパケットの加熱要素を流れて充電デバイスに戻ることになる。これが起こっている間
に、熱が生成されて、パケットの内部が加熱される。クリップが取り外されると、回路が
開かれて、加熱が停止する。
【００１９】
　図7は、加熱パケット1と協働するように設計された電力リード線の別の実施形態を示す
。電力トング4が、パケット1の縁部を挟んでパケットの正端子及び負端子2a'、2b'及び場
合により2a、2bとの電気的接触をするように設計される。電力トングは、握り部4h、固定
ジョー4f、及びバネ式の可動ジョー4gを備える。トングは図8～図10により詳細に示され
ており、次にそれらについて説明する。
【００２０】
　握り部4hは、本体4i、ベース4j、及びカバー4kを含む。本体、ベース、及びカバーは、
一つ、二つ、又はより多くの電池を電気的に直列に収容するのに適した電池室4lを画定す
る。カバーは、電池5を交換することができるように、消費者によって取り外し可能であ
ることが好ましい。固定ジョー4fは、上部固定ジョー4m及び下部固定ジョー4nを含む。下
部固定ジョーは二つの穴4t、4uを有し、これらの穴4t、4uを通して、電力端子4a、4bが突
出する。電力端子は、パケット1の加熱要素2'の正端子及び負端子2a'、2b'と同時に接触
することができるように、位置決めされる。「固定ジョー」とは、ジョーが握り部4hの本
体4iに対して動かないことを意味する。
【００２１】
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　本体4i、ベース4j、及び上部固定ジョー4mは、個別に製造されてから組み立てられても
よく、又は、単体構造のものであってもよい。下部固定ジョー4nは、図に示されるように
、電力リード線4c、4dが組み立てられてから、上部固定ジョーに接続される。全ての部品
は、スナップフィットメント、接着剤、又は溶接などの任意の適切な手段によって組み立
てられ得る。組み立てられると、上部及び下部の固定ジョーは、内部を電力リード線4c、
4dが通る一つの合成ジョー要素を形成し、電力リード線4c、4dは、一つ以上の電池5から
電力端子4a、4bに、また、電力端子4a、4bから一つ以上の電池5に、電気を運ぶことがで
きる。一つ以上の電池は、電池室4l内に備えられる。一つ以上の電池が存在する場合、そ
れらの電池は、一つ以上のジャンパ4eを介して電気的に直列に接続される。電池の(又は
、直列の電池の)陰極5a及び陽極5bは、電力リード線4c、4dと電気的に接触する。
【００２２】
　可動ジョー4gは、下部固定ジョー4nのヒンジ4qと協働するヒンジ4pを含む。示された実
施形態では、二つの部品を可動の関節において接続するために、ピン型ヒンジが設けられ
ている。加熱パケット1の縁部がジョーとジョーとの間にしっかりと保持され得るように
、可動ジョーを下部固定ジョーに対して付勢するバネ要素4sが設けられる。加熱パケット
1の縁部がジョーとジョーとの間にしっかりと保持されると、下部固定ジョー4nの穴4t、4
uを通して突出する電力端子4a、4bは、パケット加熱要素2'の正端子及び負端子2a'、2b'
と物理的に接触する。
【００２３】
　電力端子4a、4bとパケット加熱要素の正端子及び負端子2a'、2b'との間に接触が確立さ
れると、加熱回路が完成して(即ち、閉じて)、電気が電池からパケットの加熱要素を流れ
て電池に戻ることになる。これが起こっている間に、熱が生成されて、パケットの内部が
加熱される。トングのジョーが開かれて電力端子と加熱要素端子との間の接触が破られる
と、回路が開かれて、加熱が停止する。トングのジョーは、延長部分4rに対して握り部4
の方向に指の圧力を加えることによって開かれ得る。
【００２４】
　電力トングは、比較的小さく、且つ、軽量のプラスチック及び金属の構造のものである
。トングは、使い易い手持ち式のポータブルデバイスであり、したがって、主電源及びUS
B電源の接続が利用可能でない場合でも、加熱パケットを使用することを可能にする。
【００２５】
　加熱要素
　本発明の加熱要素2、2’は、一つ以上のフレキシブルプリント回路を含む。フレキシブ
ルプリント回路(FPC、Flexible Printed Circuit)は、当業者にはよく知られている。基
本的なFPCは、ベースとしての誘導体基板と、基板の上の接着剤層と、接着剤上に配置さ
れた導体要素と、回路要素を覆う保護層とを含む。典型的な基板材料には、ポリイミド、
ポリエステル、ポリエチレン、フルオロカーボンフィルム、芳香族ポリアミドペーパー、
複合材料、及び他の多くのものが含まれる。基板は、曲線状且つ/又は可撓性であっても
よい。
【００２６】
　典型的な導体材料には、銅及びアルミニウムなどの金属箔、並びに、ステンレス鋼、ベ
リリウム銅、リン青銅、銅ニッケル、及びニッケルクロム抵抗合金を含む金属混合物が含
まれる。しかし、フレキシブル基板上に導体材料を付着させる最もコスト効率の高い方法
のうちの一つは、従来のインク印刷技法を使用する。スクリーン印刷、フレキソ印刷、グ
ラビア印刷、オフセット印刷、及びインクジェット印刷などの、従来のインク印刷で知ら
れている様々な技術を使用して、基板上にポリマー厚膜(PTF、Polymer thick film)イン
クが適用され得る。プリントPTF電子技術(printed PTF electronics)は、比較的低コスト
の大量製法(high volume process)である。PTFインクは、ポリマー結合剤(即ち、ポリエ
ステル、エポキシ、アクリル)と、銀、抵抗性炭素(resistive carbon)、又はその両方な
どの粒状導体材料との混合物である。インクは、別の接着剤を伴わずに、基板に直接適用
され得る。銀及び炭素のポリマー厚膜(PTF)インクが最も一般的な無機インクであるが、
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塩化銀、シルバーカーボン(silver carbon)、白金、金、及びリン光体などの、他のイン
クのタイプの取り合わせを、様々な会社が提供している。有機インクのタイプには、ポリ
(スチレンスルホン酸)でドープされた、ポリ(アニリン)及びポリ(3,4-エチレンジオキシ
チオフェン)などの導電性ポリマーが含まれる。高分子半導体には、ポリ(3-ヘキシルチオ
フェン)及びポリ(9,9-ジオクチルフルオレンco-ビチオフェン)のようなポリ(チオフェン)
類が含まれる。硬化したときにより大きな柔軟性と耐擦過性とを提供するインクが、一般
に好ましい。
【００２７】
　本発明にとって特に注目すべきは、コンダクティブコンパウンズ(Conductive Compound
s)(ハドソン、NH)から入手可能なPTC-614、PTC-842、PTC-921、及びPTC-922インクなどの
、正温度係数(PCT、positive thermal coefficient)インクである。それらのインクは、
低DC電圧用途に適しており、且つ自己調整のもの、つまり、特定の温度に達すると、イン
クがフィードバックループを伴わずに或る温度範囲(例えば、45℃から50℃、又は50℃か
ら60℃、又は60℃から70℃)を維持することができるものである。
【００２８】
　加熱パケット1の一つ以上の表面に接着剤を使用して一つ以上の既製FPCを接着すること
により、一つ以上のFPCが本発明に組み込まれ得る。既製FPCの例には、ミンコ(Minco)(ミ
ネアポリス、MN)によって製造されたもの、及び、テンプコ(Tempco)(ウッドデール、イリ
ノイ州)によって製造されたものが含まれる。或いは、一つ以上のFPCが、パケットの一つ
以上の外側表面上に直接印刷され得る。いずれにしても、パケットにFPCが適用される場
合には、FPCは、パケットの上面パネル及び下面パネル1a、1bが内側のマスクに接合され
る前又は後のどちらでも、パケットに適用され得る。しかしながら、好ましくは、FPCは
、それらが接合される前に一方もしくは双方のパネルに付着されるのがよい。
【００２９】
　一般に、フレキシブルプリント回路の基板は、かさのある非プリント電子要素を組み込
み得る。専門的に言えば、パケット1のプリント回路にそのような要素を組み込むことを
妨げるものはない。問題となるのは、コストと利便性である。有用であり得る電子要素に
は、サーミスタ、タイマ、電圧調整器、コンデンサ、抵抗器、LED、集積回路チップ、論
理ゲート、等が含まれる。
【００３０】
　トング4の好ましい実施形態では、一つ以上の電池によって電力が供給される。定めら
れた性能水準に達するのに必要な電力を電池が送達することができる限り、多くのタイプ
の電池を使用することができる。電池のタイプの例には、亜鉛-炭素(又は標準の炭素)、
アルカリ、リチウム、ニッケル-カドミウム(再充電可能)、ニッケル-水素(再充電可能)、
リチウム-イオン、亜鉛-空気、亜鉛-酸化水銀、及び銀-亜鉛の化学的構造のものが含まれ
る。懐中電灯及び煙探知機で使用される電池などの一般的な家庭用の電池が、小型の手持
ち式デバイスで頻繁に見られる。それらには、典型的には、単三電池(AA battery)、単四
電池(AAA battery)、単二電池(C battery)、単一電池(D battery)、及び角形電池(9volt 
battery)として知られているものが含まれる。適切であり得る他の電池は、補聴器及び腕
時計に一般に見られるものである。さらに、電池は、普通の家庭ゴミの流れにおいて処分
可能であると好ましい。したがって、処分するために条例により通常の家庭ゴミの流れか
ら分離しなければならない(水銀を含有する電池などの)電池は、あまり好ましくない。上
記のように、握り部4hは、電池が交換可能であるように、電池室4lへのアクセスを提供す
るカバー4kを含む。場合により、電池は再充電可能である。そのために、今しがた説明し
たように電池が握り部から取り外され得るか、又は、システムが充電ベースに置かれて充
電ベースからの電力が電池に送られて電池に蓄えられ得るように、システムの外側が電池
への導線を備え得る。
【００３１】
　加熱効率を高めるために、プリント加熱要素2は、パケットのパネル1a、1bの表面のか
なりの部分を覆うべきである。例えば、図1に示されるように、加熱要素は、パケット1の
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一方の端部から他方の端部へ、また、パケットの一方の側から他方の側へと延在する。
【００３２】
　好ましい実施形態では、マスク10を少なくとも50℃に加熱するまでの時間は、3分間以
下、より好ましくは2分間以下である。経験から、エネルギーが5Wから10Wの比率で変換さ
れると、必要な時間内で本発明のパケットの温度が少なくとも25℃上昇され得ることが分
かっている。一部のUSB規格は、電圧を5V±5%(4.75Vから5.25V)に定める。一般的な電池
は、1.5V又は3.0Vの公称電圧を有する。四つまでのそのような電池が使用された場合、約
12Vの電圧が利用可能である。本発明のパケットは、典型的には1.5Vから12Vの範囲内の低
電圧を利用する。加熱要素の抵抗を調整することにより、所望の電力変換率を得ることが
できる。加熱要素の電気抵抗は、インクの組成、付着されるインクの量、及び、付着され
るインクの断面積によって、調整することができる。加熱要素の抵抗の有用な範囲は、約
1Ωから約15Ωであり、好ましくは2Ωから10Ωであり、より好ましくは3Ωから5Ωである
。例えば、加熱要素の抵抗が約2.5Ωから5Ωの間であった場合、5Vの電源が約1Aから2Aの
電流を生成し、電力が約5Wから10Wで提供される。パケット1の一つの実用的な実施形態で
は、それらのパラメータは、2～3分間で50℃まで加熱されるパケットをもたらした。この
回路に使用された正温度係数インクの自己調整性は、たとえ回路が長時間にわたって放置
された場合でも、温度が約50℃を超えて上昇するのを防止した。
【００３３】
　使用方法
　使用に際して、マスク(又は、ワイプ若しくはウェットティッシュ)を包含する本発明に
よるパケット1を有する人が、加熱要素2'の正及び負の端子2a'、2b'と電力トング4の電力
端子4a、4bとの間に電気的接触が確立されるように、電力トング4のグリップ内にパケッ
トを配置する。パケット及びトングは、パケット内のマスクを所望の適用温度まで加熱す
るのに十分な時間にわたって、接続されたままにされる。その後、パケットはトングのグ
リップから取り外されて、開かれる。加熱されたマスクは、使用するためにパケットから
取り出される。場合により、パケットが半恒久的にシールされているのであれば、電力ト
ングが取り付けられたままで使用者がパケットを開くことが可能である(図11参照)。この
ようにして、使用者は、マスクが十分に温まったかどうかを確かめるために、マスクに触
れることができる。マスクが十分に温まっていない場合、パケットを再封して加熱を続け
ることができる。
【００３４】
　或いは、マスク(又は、ワイプ若しくはウェットティッシュ)を包含する本発明によるパ
ケット1を有する人が、図4に示されるように、USB電力ケーブル3の二つの金属製クリップ
3a、3bを、加熱要素2の正及び負の端子2a、2bに装着する。USBケーブルのUSB型コネクタ3
cは、電気が加熱要素を通って流れるように、コンピュータ、自動車のコンソール、バス
又は航空機の無料コンセント(courtesy outlet)、又は電力を提供することができる他の
デバイス上のUSBジャックに挿入される。電気は、パケット内のマスクを所望の適用温度
まで加熱するのに十分な時間にわたって、加熱要素を通って流される。その後、USBケー
ブルのクリップをパケットから取り外すこと、及び/又はUSB型コネクタをUSBジャックか
ら取り外すことにより、電気の流れが停止される。加熱パケットが開かれて、加熱された
マスクが、使用するためにパケットから取り出される。
【００３５】
　幾つかの任意選択の特徴
　幾つかの好ましい実施形態では、使用者が誤ってパケット内の製品を加熱するのに必要
な時間を超えて回路を閉じたままにした場合に電池を温存するために、停止タイマが含ま
れる。場合により、適用温度に達したときにそのことを使用者に知らせる表示器が、加熱
回路に含まれる。表示は、パケット1に、又は電力トング4に組み込まれ得る。表示器は、
製品が所望の温度に達したとき又は所定の時間の後にオン又はオフになる(LEDなどの)ラ
イトであってもよい。別の表示器は、パケットに組み込まれたサーモクロミック材料であ
ってもよく、これは、設定温度に達したときに特定の色になる。
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【００３６】
　幾つかの実施形態では、本明細書で説明されるようなUSBケーブル3が好ましい。インタ
ーネットアクセス又は他のネットワークアクセスを有するデバイスにUSBケーブルを接続
することにより、電力だけでなく、パケットとの間でデータを転送することが可能になり
得る。例えば、パケットは、プログラムされた命令を有する集積回路を含んで構成され得
る。USBプラグをインターネット対応デバイスに差し込むことにより加熱回路が完成され
ると、パケットのコード化された命令が、デバイスに移動して、そのようなデバイスに通
常関連付けられたあらゆる種類の情報体験(informational experience)及びメディア体験
(media experience)を開始することができる。例えば、インターネット対応デバイスにUS
Bプラグが挿入された場合、マスクの使用を補完するコンテンツを含むウェブサイトが立
ち上げられ得る。例えば、一つ以上の製品の使用に関するアドバイス及び情報を提供する
美容アドバイザーの映像が表示されてもよく、又は、関連商品やサービスの宣伝が行われ
てもよい。体験は、どの製品を試用しているのか使用者が確認できるように、また、適切
なコンテンツが使用者のデバイスにダウンロードされ得るように、対話方式のものであっ
てもよい。デバイスは、マスクを加熱しさらにデバイスを駆動させるのに十分な電力を提
供できなければならない。大衆消費電子製品は改良を続けているので、必要な電力を供給
することが可能な電子デバイスの数は、増える一方であろう。その過程において、従来の
パケット内のマスクの使用は、多感覚的な体験に変容してきた。
【００３７】
　電力トング4は、USB電源を都合良く利用することができないときに好まれるであろう。
例えば、旅行中や、大型店舗内の美容製品カウンターで、電力トングが好まれる可能性が
ある。カウンターの販売員が、加熱パケット1をコンピュータに接続する必要なしに、関
心を持った消費者のためのサンプルを次から次に加熱することができる。同様に、旅行中
はUSB電源へのアクセスが不便な場合があるが、電池式のトング4は、手持ち式で且つ使い
勝手がよい。
【００３８】
　図6は、本発明による美容マスクのための加熱システムを市販する一つの方法を具体化
するキットを示す。キットは、美容マスクを包含する複数のパケット1を含む。パケット
は、マスクを加熱する際に使用されるUSB型ケーブル3と共に、ベース6内に積み重ねられ
るか他の方法で置かれる。ベース、パケットの積み重ね、及びUSBケーブルは、キットと
して販売され得る。少なくとも七つのパケット、又は少なくとも一週間マスクを供給する
のに十分なパケットを含む、売るのに適したキットが好ましい。場合により、ベースは、
一つ以上の電池などの電源を収容し得る。この場合、ベースはまた、電源から電力を引き
出すことが可能なUSBジャック6aを含む。場合により、図6のキットは、カバー6bが被せら
れ得る。カバーは、少なくとも部分的に透明であることが好ましい。この実施形態では、
キットは、必要物が全て完備されている。
【００３９】
　図12は、本発明による美容マスクのための加熱システムを市販する別の方法を具体化す
るキットを示す。キットは、美容マスクを包含する複数のパケット1を含む。パケットは
、マスクを加熱する際に使用される電力トング4と共に、ベース7内に積み重ねられるか他
の方法で置かれる。ベース、パケットの積み重ね、及び電力トングは、キットとして販売
され得る。少なくとも七つのパケットを含む、売るのに適したキットが好ましい。場合に
より、ベースは、電力トングのための再充電ステーションとして機能する。この場合、ベ
ースはまた、電力トングが充電ベースに置かれているときに電力を電力トングへ運ぶこと
が可能な導線と、電力幹線から電力を引き出すことが可能な電源コード7aとを含む。図12
のキットは、図6のキットに類似した態様でカバーが被せられてもよい。
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