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(57)【要約】
　１つの例示的な態様は、液体をスプレーするためのデ
バイスを備え、デバイスは、上部部分と底部部分とを有
する液体抽出器であって、液体抽出器の底部部分が、液
体供給源の中へ挿入されるように適合されており、液体
抽出器が、液体供給源から液体を収集するためのキャビ
ティーを画定する部分を備える、液体抽出器と、上部部
分と底部部分とを備えるスプレーディスペンサーであっ
て、スプレーディスペンサーが、スプレーポンプを備え
、スプレーポンプが、スプレーディスペンサーの上部部
分の中に部分的に配設され、スプレーディスペンサーの
上部部分から延在しており、スプレーディスペンサーの
底部部分が、液体抽出器の上部部分に連結されるように
構成されており、スプレーポンプが、液体供給源から液
体を収集するためのキャビティーの中に配設される下側
端部を有するチューブを備える、スプレーディスペンサ
ーとを備える。１つまたは複数の例示的な実施形態では
、液体抽出器の底部部分が、複数の開口部を画定する凹
面状の表面を有する下側端部を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体をスプレーするためのデバイスであって、前記デバイスは、
　上部部分と底部部分とを有する液体抽出器であって、前記液体抽出器の前記底部部分が
、液体供給源の中へ挿入されるように適合されており、前記液体抽出器が、前記液体供給
源から液体を収集するためのキャビティーを画定する部分を備える、液体抽出器と、
　上部部分と底部部分とを備えるスプレーディスペンサーであって、前記スプレーディス
ペンサーが、スプレーポンプを備え、前記スプレーポンプが、前記スプレーディスペンサ
ーの前記上部部分の中に部分的に配設され、前記スプレーディスペンサーの前記上部部分
から延在しており、前記スプレーディスペンサーの前記底部部分が、前記液体抽出器の前
記上部部分に連結されるように構成されており、前記スプレーポンプが、前記液体供給源
から液体を収集するための前記キャビティーの中に配設される下側端部を有するチューブ
を備える、スプレーディスペンサーと
を備える、デバイス。
【請求項２】
　前記液体供給源が、果物、野菜、およびベリーのうちの少なくとも１つであり、前記ス
プレーディスペンサーが、果物、野菜、およびベリーのうちの前記少なくとも１つから抽
出される果汁をスプレーするように作動可能である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記液体抽出器の前記底部部分が、複数の開口部を画定する凹面状の表面を有する下側
端部を備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記液体抽出器の前記下側端部が、鋸歯状の縁部を画定する、請求項３に記載のデバイ
ス。
【請求項５】
　前記液体抽出器の前記底部部分が、前記キャビティーの中へ液体を案内するための複数
のチャネルを画定する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記液体抽出器が、フィルターをさらに備え、前記フィルターが、前記キャビティーの
中に配設され、果物の粒子が前記キャビティーの中へ流れ込むことを防止するように構成
されている、請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記フィルターが、取り外し可能である、請求項６に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記デバイスが、前記キャビティーと前記スプレーディスペンサーとを通過する軸線に
対して実質的に垂直に延在する表面を備え、それによって、果物、野菜、およびベリーの
うちの少なくとも１つの中へ前記デバイスを挿入するための挿入停止点を画定する、請求
項１に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記スプレーディスペンサーの前記上部部分が、前記底部部分に向かってフレア形状に
なっており、前記フレア形状部分が、前記スプレーディスペンサーの前記下側端部の直径
よりも大きい直径を有し、前記フレア形状部分の底部表面が、前記挿入停止点を形成して
いる、請求項８に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記スプレーポンプが、
　スプレー出口を有するポンプ起動装置であって、前記ポンプ起動装置が、前記キャビテ
ィーの中に収集されている液体を、散布のために前記スプレー出口に向かって前記スプレ
ーポンプの前記チューブの中に流れさせるために、押されるように構成されている、ポン
プ起動装置を
さらに備える、請求項１に記載のデバイス。
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【請求項１１】
　前記スプレーディスペンサーと前記液体抽出器とが、分離可能に連結される、請求項１
に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記スプレーディスペンサーと前記液体抽出器とが、ねじ式の連結部を介して、分離可
能に連結される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　液体をスプレーするための方法であって、
　果汁を収集するために請求項１の前記デバイスを果汁供給源の中へ挿入することと、
　前記デバイスのスプレー出口を所望の方向に方向付けることと、
　前記所望の方向に前記果汁をスプレーするために、ポンプ起動装置を押して、前記デバ
イスの前記キャビティーの中に収集されている果汁を、スプレー出口に向かって、前記ス
プレーポンプの前記チューブの中に流れさせることと
を備える、方法。
【請求項１４】
　挿入する前記ステップが、鋸歯状の縁部を有する果汁抽出器部分の下側端部を回転させ
ることを備えており、前記鋸歯状の縁部が、前記果汁供給源の皮領域を貫通し、前記キャ
ビティーが、果汁で満たされるようになっている、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項１の前記液体抽出器を請求項１の前記スプレーディスペンサーから分離すること
と、
　液体または破片を除去するために請求項１の前記液体抽出器を洗浄することと
を備える、方法。
【請求項１６】
　前記液体または破片の供給源が、果物、野菜、およびベリーのうちの少なくとも１つで
ある、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　請求項１の前記液体抽出器を請求項１の前記スプレーディスペンサーに連結すること
を備える、方法。
【請求項１８】
　請求項１２の前記液体抽出器を、前記ねじ式の連結部を介して、請求項１２の前記スプ
レーディスペンサーに連結すること
を備える、方法。
【請求項１９】
　前記液体供給源が、果物であり、前記スプレーディスペンサーが、前記液体抽出器によ
って前記果物から抽出された果汁をスプレーするように作動可能である、請求項１に記載
のデバイス。
【請求項２０】
　請求項６の前記液体抽出器を請求項６の前記スプレーディスペンサーから分離すること
と、
　液体または破片を除去するために請求項６の前記フィルターを洗浄することと
を備える、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１１年５月１３日に出願された「Ｈａｎｄ－Ｈｅｌｄ　Ｄｅｖｉｃｅ　
ｆｏｒ　Ｓｐｒａｙｉｎｇ　Ｆｒｕｉｔ　Ｊｕｉｃｅ　Ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｆｒｏｍ　ｔ
ｈｅ　Ｆｒｕｉｔ」という発明の名称の米国仮特許出願第６１／４８６，１１２号の優先
権を主張するものである。また、本出願は、２０１１年１１月３０日に出願された「Ｓｐ
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ｒａｙ　Ｄｉｓｐｅｎｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ」という発明の名称の米国仮特許出願第６
１／５６５，４１０号の優先権も主張するものである。上記に参照されている出願のそれ
ぞれの全体の内容は、参照により本明細書に組み込まれている。
【０００２】
　本明細書で説明されている例示的な実施形態は、概して、液体をスプレーするためのデ
バイスに関する。本明細書で説明されている特定の例示的な実施形態は、果物、野菜、ベ
リー、または、他の液体供給源（簡潔化のために、「果物」）から直接的に果物の果汁を
スプレーするためのデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　柑橘類の果物から果汁を得るための既知の方法は、柑橘類の果物の皮を切ることと、お
よび／または、柑橘類の果物を半分に切り、果物を搾ることとを含むことが多い。そのよ
うな既知の方法では、手に果汁が付くことを回避することが困難である可能性がある。場
合によっては、単に少量の果物の果汁だけが、料理の材料として必要とされる可能性があ
る。そのような状況では、そのような既知の方法によって、少量の果汁を得ること、およ
び／または、小さい粒子の状態（例えば、スプレーまたは噴霧）で果汁を得ることが困難
である可能性がある。そのうえ、果汁は、果汁から種および／または果肉を除去するため
にろ過されることを必要とする可能性がある。
【０００４】
　したがって、果物から直接的に果物の果汁をスプレーするための改善された装置と方法
とに対する要求が存在する。例示的な態様と実施形態とが、本明細書で説明されている。
【発明の概要】
【０００５】
　１つの例示的な態様は、液体をスプレーするためのデバイスを備え、デバイスは、上部
部分と底部部分とを有する液体抽出器であって、液体抽出器の底部部分が、液体供給源の
中へ挿入されるように適合されており、液体抽出器が、液体供給源から液体を収集するた
めのキャビティーを画定する部分を備える、液体抽出器と、上部部分と底部部分とを備え
るスプレーディスペンサーであって、スプレーディスペンサーが、スプレーポンプを備え
、スプレーポンプが、スプレーディスペンサーの上部部分の中に部分的に配設され、スプ
レーディスペンサーの上部部分から延在しており、スプレーディスペンサーの底部部分が
、液体抽出器の上部部分に連結されるように構成されており、スプレーポンプが、液体供
給源から液体を収集するためのキャビティーの中に配設される下側端部を有するチューブ
を備える、スプレーディスペンサーとを備える。
【０００６】
　１つまたは複数の例示的な実施形態では、（１）液体供給源が、果物、野菜、およびベ
リーのうちの少なくとも１つであり、スプレーディスペンサーが、果物、野菜、およびベ
リーのうちの少なくとも１つから抽出される果汁をスプレーするように作動可能であり、
（２）液体抽出器の底部部分が、複数の開口部を画定する凹面状の表面を有する下側端部
を備えており、（３）液体抽出器の下側端部が、鋸歯状の縁部を画定しており、（４）液
体抽出器の底部部分が、キャビティーの中へ液体を案内するための複数のチャネルを画定
しており、（５）液体抽出器が、フィルターをさらに備え、フィルターが、キャビティー
の中に配設され、果物の粒子がキャビティーの中へ流れ込むことを防止するように構成さ
れており、（６）フィルターが、取り外し可能であり、（７）デバイスが、キャビティー
とスプレーディスペンサーとを通過する軸線に対して実質的に垂直に延在する表面を備え
、それによって、果物、野菜、およびベリーのうちの少なくとも１つの中へデバイスを挿
入するための挿入停止点を画定しており、（８）スプレーディスペンサーの上部部分が、
底部部分に向かってフレア形状になっており、フレア形状部分が、スプレーディスペンサ
ーの下側端部の直径よりも大きい直径を有し、フレア形状部分の底部表面が、挿入停止点
を形成しており、（９）スプレーポンプが、スプレー出口を有するポンプ起動装置であっ
て、ポンプ起動装置が、キャビティーの中に収集されている液体を、散布のためにスプレ
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ー出口に向かってスプレーポンプのチューブの中に流れさせるために、押されるように構
成されている、ポンプ起動装置をさらに備えており、（１０）スプレーディスペンサーと
液体抽出器とが、分離可能に連結されており、（１１）スプレーディスペンサーと液体抽
出器とが、ねじ式の連結部を介して、分離可能に連結されており、かつ／または、（１２
）液体供給源が、果物であり、スプレーディスペンサーが、液体抽出器によって果物から
抽出された果汁をスプレーするように作動可能である。
【０００７】
　他の例示的な態様は、液体をスプレーするための方法を備え、（ａ）果汁を収集するた
めにデバイスの実施形態を果汁供給源の中へ挿入することと、（ｂ）デバイスのスプレー
出口を所望の方向に方向付けることと、（ｃ）所望の方向に果汁をスプレーするために、
ポンプ起動装置を押して、デバイスのキャビティーの中に収集されている果汁を、スプレ
ー出口に向かって、スプレーポンプのチューブの中に流れさせることとを備える。
【０００８】
　１つまたは複数の例示的な実施形態では、挿入するステップが、鋸歯状の縁部を有する
果汁抽出器部分の下側端部を回転させることを備えており、鋸歯状の縁部が、果汁供給源
の皮領域を貫通し、キャビティーが、果汁で満たされるようになっている。
【０００９】
　他の例示的な態様は、実施形態の液体抽出器をスプレーディスペンサーから分離するこ
とと、液体または破片を除去するために実施形態の液体抽出器を洗浄することとを備える
。１つまたは複数の例示的な実施形態では、（１）液体または破片の供給源が、果物、野
菜、およびベリーのうちの少なくとも１つであり、かつ／または、（２）方法が、液体ま
たは破片を除去するためにフィルターを洗浄することとを備える。
【００１０】
　他の例示的な態様は、実施形態の液体抽出器を実施形態のスプレーディスペンサーに連
結することを備える方法を備える。１つまたは複数の例示的な実施形態では、実施形態の
液体抽出器を実施形態のスプレーディスペンサーに連結することが、ねじ式の連結部を介
して行われる。
【００１１】
　他の例示的な態様と実施形態とは、以下の図面と説明とから明らかになることとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】例示的な実施形態によるスプレーデバイスの斜視図。
【図２】図１のスプレーデバイスの拡大図。
【図３】図１のスプレーデバイスの断面図。
【図４】図１のスプレーデバイスの一部分の斜視図。
【図５】例示的な実施形態の２つのコンポーネントを示す斜視図。
【図６】図５に示されている実施形態の果汁抽出器コンポーネントの２つの視点を示す図
。
【図７】図５のデバイスの例示的な使用を示す図。
【図８】例示的な実施形態の斜視図。
【図９】例示的な実施形態の斜視図。
【図１０】例示的な実施形態の斜視図。
【図１１】例示的な実施形態の斜視図。
【図１２Ａ】例示的な部品リスト。
【図１２Ｂ】例示的な部品リスト。
【図１３】例示的な実施形態の液体抽出器の底部部分の代替的な図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本明細書で説明されている特定の例示的な実施形態は、果物、野菜、ベリー、または、
他の液体供給源（繰り返しになるが、簡潔化のために「果物」という）の中へ直接的に挿
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入されるスプレーデバイスを備える。スプレーデバイスは、果物から直接的に果汁をスプ
レーすることを促進し、したがって、上述の手順の限定を回避する。
【００１４】
　図１～図４は、例示的な実施形態によるスプレーデバイス１００を図示している。図１
に示されているように、スプレーデバイス１００は、本体部１１０と、アクチュエーター
１４０と、ポンプ１６０と、係合部材１２０とを含むことが可能である。本体部１１０は
、アクチュエーター１４０に連結するように構成されているフレア形状部分１１１と、係
合部材１２０に連結するように構成されているネック部１１２とを含むことが可能である
。本体部１１０は、内側表面１１５をさらに含むことが可能であり、内側表面１１５は、
チャネル１１６を画定し、その間にポンプ１６０を受け入れる。同様に述べると、ポンプ
１６０は、本体部１１０の内側表面１１５によって画定されるチャネル１１６の中に少な
くとも部分的に配設されることが可能である。
【００１５】
　本体部１１０は、任意の適当な形状、サイズ、または構成であることが可能である。例
えば、図１に示されているように、本体部１１０のフレア形状部分１１１は、第１の直径
を画定する第１の端部（例えば、上部端部）と、第１の直径よりも実質的に大きい第２の
直径を画定する第２の端部（例えば、底部端部）とを含むことが可能である。このような
態様で、フレア形状部分１１１は、使用者の手がフレア形状部分１１１を容易に把持する
ことができるように、人間工学的な形状を画定することが可能である。同様に述べると、
フレア形状部分１１１は、スプレーデバイス１００が柑橘類の果物の中へさらに挿入され
ることを防止する表面を画定することが可能である。すなわち、フレア形状部分は、製品
が果物の中へ深く挿入され過ぎることを防止する。
【００１６】
　表面は、図１において、実質的に滑らかであるように示されているが、本体部１１０は
、任意の適切な表面を画定することが可能である。例えば、いくつかの実施形態では、フ
レア形状部分１１１は、使用者の手または指に係合するように構成される隆起部および／
または突出部を備えたグリップを含むことが可能である。
【００１７】
　本体部１１０は、例えば、プラスチック、熱可塑性物質、ポリマー、セラミック、金属
、ガラス、および／または、それらの任意の組み合わせなどのような、任意の適切な材料
から形成されることが可能である。したがって、フレア形状部分１１１は、例えば、使用
者の手とフレア形状部分１１１との間の摩擦を増加させるざらざらの表面などのような、
任意の適切な表面処理を含むことが可能である。
【００１８】
　ネック部１１２は、フレア形状部分１１１から延在するように構成されることが可能で
ある。フレア形状部分１１１よりも小さい直径を画定するように図１に示されているが、
ネック部１１２は、任意の適切なサイズまたは形状を画定することが可能である。例えば
、いくつかの実施形態では、ネック部１１２は、フレア形状部分１１１よりも幅広である
ことが可能である。代替的に、他の実施形態では、ネック部１１２は、例えば、楕円形、
正方形、長方形などを含む、他の断面を有することが可能である。
【００１９】
　図２を参照すると、アクチュエーター１４０は、本体部１１０に作動可能に連結される
ように構成されることが可能である。より具体的には、アクチュエーター１４０は、本体
部１１０の内側表面１１５によって画定されるチャネル１１６の中へ挿入されるように構
成される外側表面１４１を含むことが可能である。したがって、アクチュエーター１４０
の内側表面１４５は、内側表面１１５の上部部分から延在する環状の突出部１４６を含む
ことが可能である（図３参照）。環状の突出部１４６は、ポンプ１６０の一部分を受け入
れるように構成されることが可能である。このような態様で、アクチュエーター１４０は
、ポンプ１６０に連結されることが可能であり、そのいずれかまたは両方が、本体部１１
０の中に配設されることが可能である。
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【００２０】
　アクチュエーター１４０の外側表面１４１は、係合部分１４２を含むことが可能である
。係合部分１４２は、使用者の指を受け入れるように構成された人間工学的な形状を画定
することが可能である。このような態様で、使用者は、アクチュエーター１４０を押し下
げ、スプレーデバイス１００を作動させることが可能である。
【００２１】
　したがって、アクチュエーター１４０は、ノズル１５０を受け入れるように構成されて
いる出口部分１４３を含むことが可能である。ノズル１５０は、液体をスプレーするよう
に構成されている任意の適切なノズルであることが可能である。いくつかの実施形態では
、ノズル１５０は、アクチュエーター１４０と一体的に形成されることが可能である。同
様に述べると、いくつかの実施形態では、アクチュエーター１４０の出口部分１４３は、
流体のスプレーを送達するように構成されているオリフィスを画定することが可能である
。
【００２２】
　上述のように、ポンプ１６０は、スプレーデバイス１００の本体部１１０の中に少なく
とも部分的に配設されることが可能である。ポンプ１６０は、任意の適切な態様で本体部
１１０に連結されることが可能である。例えば、本体部１１０の内側表面１１５は、ポン
プ１６０の一部分に係合するように構成されている上側着座部１１７を画定することが可
能である。いくつかの実施形態では、ポンプ１６０は、本体部１１０の内側表面１１５と
の摩擦適合を画定することが可能である。他の実施形態では、ポンプ１６０と本体部１１
０とは、ねじ式の連結部を画定することが可能である。ポンプ１６０は、液体のスプレー
を送達するように構成されている任意の適切なポンプ１６０であることが可能である。例
えば、いくつかの実施形態では、ポンプ１６０は、容積移送式ポンプであることが可能で
ある。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、ポンプ１６０は、負圧力差に応答して、出口および／または
出口部分に流体を送達するように構成されることが可能である。例えば、ポンプ１６０は
、チャンバーの中の空気および／または流体が排出されるように、作動させられることが
可能である。空気および／または流体の排除は、ポンプ１６０が吸引チューブを通してチ
ャンバーの中に流体を引き入れるように、負圧を存在させることが可能である。いくつか
の実施形態では、ポンプ１６０は、アクチュエーター１４０に応答して開閉するように構
成されている弁アッセンブリを含むことが可能である。例えば、いくつかの実施形態では
、ポンプ１６０は、アクチュエーター１４０が使用者によって押し下げられたとき、弁が
開き、流体を送達するように構成されていることが可能である。
【００２４】
　上述のように、係合部材１２０は、本体部１１０のネック部１１２に連結されるように
構成されることが可能である。より具体的には、係合部材１２０は、本体部１１０のネッ
ク部１１２の中へ挿入されるように構成されている延長部１２２を含むことが可能である
。係合部材１２０は、環状のスロット１２３（図４参照）を画定する外側表面１２１を含
むことが可能であり、環状のスロット１２３は、本体部１１０の内側表面１１５によって
画定される環状の突出部１１８に係合するように構成されている。したがって、係合部材
１２０の延長部１２２が、本体部１１０のネック部１１２の中へ挿入されるとき、環状の
スロット１２３が、環状の突出部１１８を受け入れることが可能である。このような態様
で、係合部材１２０は、本体部１１０に連結されることが可能である。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、環状の突出部１１８は、例えば、ポリプロピレン（ＰＰ）な
どのような高い摩擦係数を画定する材料から形成されることが可能である。他の実施形態
では、環状の突出部１１８は、任意の適切な材料であることが可能であり、かつ、オーバ
ーモールド成形品として形成されることが可能である（例えば、本体部１１０が、所与の
材料から形成されており、環状の突出部１１８が、第２の材料から形成され、第１の材料
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の上部に成形されている）。さらなる他の実施形態では、係合部材１２０は、ねじ式の連
結部を使用して、本体部１１０のネック部１１２に連結されることが可能である。そのよ
うな実施形態では、係合部材１２０は、本体部１１０に対して係合部分１２０をねじるこ
とによって、本体部１１０に連結されることと、本体部１１０から分離されることとが可
能である。代替的に、係合部材１２０は、本体部１１０と一体的に形成されることが可能
である（例えば、係合部材１２０は、本体部１１０と一緒に形成されることが可能である
）。
【００２６】
　係合部材１２０は、係合部分１２４を含むことが可能である（図４参照）。係合部分１
２４は、柑橘類の果物の中へ挿入されるように構成されることが可能である。より具体的
には、係合部分１２４は、鋸歯状の端部表面１２７を含むことが可能であり、鋸歯状の端
部表面１２７は、柑橘類の果物の皮を切るように構成されており、係合部分１２４が柑橘
類の果物の中へ挿入されることが可能であるようになっている。したがって、係合部分１
２４は、凹面状の表面１２５を含むことが可能であり、凹面状の表面１２５は、係合部分
１２４の中に配設される皮の一部分を受け入れるように構成されている。同様に述べると
、凹面状の表面１２５は、鋸歯状の端部表面１２７が皮を越えて延在することを可能にす
るように構成されることが可能である。
【００２７】
　係合部分１２４が、柑橘類の果物の中へ挿入された状態で、アクチュエーター１４０は
、ポンプ１６０が吸引力を柑橘類の果物に伝達するように作動させられることが可能であ
る。係合部分１２４は、通路１２６のセットを含むことが可能であり、通路１２６のセッ
トは、果物内の果汁が係合部分１２４に進入することを可能にするように構成されている
。より具体的には、果汁が通路１２６を通って伝達されると、果汁は、係合部材１２０の
内側表面１２８によって画定されるチャネル１２９に進入することが可能である（図３参
照）。チャネル１２９は、フィルター１３０を含むことが可能であり、フィルター１３０
は、ポンプ１６０の中に含まれている吸引チューブに進入する前に、果肉、種、および／
または破片から果汁をろ過するように構成されている。フィルター１３０は、例えば、メ
ッシュフィルター１３０などのような任意の適切なフィルターであることが可能である。
【００２８】
　そのような実施形態では、メッシュフィルター１３０は、フィルターを通る所与の果汁
の流量を可能にするように構成される任意の適切なメッシュサイズを画定することが可能
であり、金属、プラスチック、または、任意の他の適切な材料から作製されることが可能
である。図３および図４において、実質的に指ぬき形状として示されているが、フィルタ
ー１３０は、任意の適切な形状であることが可能である。
【００２９】
　例えば、いくつかの実施形態では、フィルターは、平坦な円盤、円錐形のフィルター、
切頭円錐形のフィルター、凸面上の／凹面状のフィルター、および／または、任意の他の
適切なフィルターであることが可能である。このような態様で、柑橘類の果物の中に含有
される果汁は、ポンプ１６０に伝達され、ノズル１５０を通して送達されることが可能で
ある。いくつかの実施形態では、メッシュフィルター１３０は、洗浄されるために取り外
されることが可能である。例えば、使用者は、本体部１１０に対して係合部分１２０をね
じることによって、本体部１１０から係合部材１２０を取り外し、フィルター１３０から
果肉、種、または他の破片を洗い落とすことが可能である。フィルター１３０は、洗浄さ
れるか、または取り換えられた後で、係合部分１２０の中へ挿入して戻され、本体部１１
０に再連結されることが可能である。いくつかの実施形態では、フィルター１３０は、本
体部１１０および／または係合部材１２０と一体に形成されることが可能である。
【００３０】
　特定の実施形態では、別々のフィルター部品を使用する代わりに、またはそれに加えて
、フィルターの機能性は、果汁抽出器コンポーネントの底部部分において穿孔のセットを
使用して、実現されることが可能である（例えば、図１０、図１１、および図１３参照）
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。
【００３１】
　特定の例示的な実施形態では、係合部分１２４（図１～図４）などのようなスプレーデ
バイスの底部部分を、果物（または、野菜、ベリーなど）の中へ直接的に挿入することは
、果物から、スプレーデバイスの本体部の中に画定されているチャネル１２９（図３）な
どのようなキャビティーの中へ、果汁を流れさせることが可能である。次いで、ポンプ（
例えば、図３の１６０）のポンプ起動装置（例えば、図３のアクチュエーター１４０）を
押し下げる結果として、吸引力は、キャビティーの中に収集されている果汁を、ポンプチ
ューブを介して、ポンプ起動装置に向かって上方へ伝達させ、ノズル（例えば、図２の１
５０）を介して、ミストなどの小さい粒子の状態で放出させることが可能である。
【００３２】
　所望の方向にノズルを方向付けることによって、スプレーデバイスの使用者が、ミスト
の方向を制御することが可能になる。スプレーデバイスの下側部分は、通路１２６（図２
～図４）などのような１つまたは複数のチャネル、および／または、複数の開口部を備え
た凹面状の端部を画定し、果物の中へスプレーデバイスを挿入したときに、キャビティー
の中への果物の果汁の流れを促進および／または案内することが可能である。図１～図４
は、４つのチャネルを含むスプレーデバイスを示しているが、より少ない、または、より
多いチャネルが、スプレーデバイスの下側部分の中に形成されることが可能である。
【００３３】
　他の例示的な実施形態は、果物、野菜、ベリー、または他の液体供給源から直接的に果
物の果汁をスプレーするための手持ち式のデバイスを備える。デバイスは、２つの部分（
エーロゾルスプレーポンプコンポーネントと果汁抽出器コンポーネント）を備える（図５
参照）。エーロゾルスプレーポンプコンポーネントは、ポンプと、ポンプ起動装置と、エ
ーロゾルポートと、サイホンチューブと、ねじ式のカラーとを含む。果汁抽出器コンポー
ネントは、ねじ式の端部と、中空本体部と、チャネルを備える中実本体部と、鋸歯状の端
部とを含む。
【００３４】
　この例示的な実施形態で使用されるポンプは、形状が円筒形状であり、硬質プラスチッ
クから作製されることが可能である。サイホンチューブは、中空で可撓性のプラスチック
チューブから作製され、ポンプの一方の端部から延在することが可能である。ポンプ起動
装置は、形状が円筒形状であり、硬質プラスチックから作製されることが可能であり、か
つ、サイホンチューブの端部と反対側のポンプの端部と一体化されることが可能である。
円形のエーロゾルポートは、ポンプ起動装置の環状の表面の中へ一体化されることが可能
である。ねじ式のカラーは、ポンプの直径よりも大きい直径を備える硬質プラスチックか
ら作製された短い中空の円筒体であることが可能である。
【００３５】
　ねじ式のカラーの内部表面は、スクリューのようにねじ山が付けられていることが可能
である。ねじ式のカラーの一方の端部は、閉じられており、ポンプがポンプ起動装置に出
会う、ポンプの外部表面に取り付けられることが可能であり、一方、もう一方の端部は、
開いており、ポンプを取り囲むことが可能である。果汁抽出器は、半分が中空であって半
分が中実であるチューブ形状の円筒体であることが可能であり、ねじ式のカラーの直径よ
りもわずかに小さいがポンプの直径より大きい直径を有している。
【００３６】
　果汁抽出器のすべての部分は、硬質プラスチックから作製されることが可能であり、円
筒形状であることが可能であり、かつ、同じ材料の部品から形成されることが可能である
。中空本体部の一方の端部は、外部表面の上にスクリューのようなねじ山が付けられるこ
とが可能であり、ねじ式の端部を備えている。中空本体部の反対側の端部は、果汁抽出器
の残りの半分と一体化されており、中実本体部である。２つのチャネルが、中実本体部の
全体を通して互いに垂直に切られていることが可能であり、互いに直角に間隔をおいて配
置された４つの同軸チャネルを結果として生じている。
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【００３７】
　中空本体部と一体化されている端部と反対側の中実本体部の端部は、凹面状および鋸歯
状であり、鋸歯状の端部を形成することが可能である。エーロゾルスプレーポンプのねじ
式のカラーは、ねじり運動によって果汁抽出器のねじ式の端部に接合されることが可能で
あり、ポンプは、中空本体部に適合し、サイホンチューブは、チャネルを備えた中実本体
部に適合し、その中間地点まで到達する（図５および図６）。
【００３８】
　他の例示的な態様は、２つの部分（果汁をスプレーするための手段と、果汁を抽出する
ための手段）を備える。果汁をスプレーするための手段は、果汁をポンプ移送するための
手段と、ポンプを作動させる手段と、エーロゾルの出口の手段と、果汁取込みの手段と、
果汁を抽出するための手段に接続する手段とを含むことが可能である。
【００３９】
　果汁を抽出するための手段は、果汁をスプレーするための手段に接続する手段と、ポン
プを収容する手段と、果汁の流れを可能にする手段と、果物を突き刺す手段とを含むこと
が可能である。果汁をポンプ移送するための手段は、形状が円筒形状であり、硬質プラス
チックから作製されることが可能である。
【００４０】
　果汁取込みの手段は、中空で可撓性のプラスチックチューブから作製され、果汁をポン
プ移送するための手段の一方の端部から延在することが可能である。ポンプを作動させる
手段は、形状が円筒形状であり、硬質プラスチックから作製されることが可能であり、か
つ、果汁取込みの手段の端部と反対側の果汁をポンプ移送するための手段端部と一体化さ
れることが可能である。エーロゾルの出口の手段は、ポンプを作動させる手段の環状の表
面の中へ一体化されることが可能である。
【００４１】
　果汁を抽出するための手段に接続する手段は、果汁をポンプ移送するための手段の直径
よりも大きい直径を備える硬質プラスチックから作製された短い中空の円筒体であること
が可能である。果汁を抽出するための手段に接続する手段の内部表面は、スクリューのよ
うにねじ山が付けられていることが可能である。果汁を抽出するための手段に接続する手
段の一方の端部は、閉じられており、果汁をポンプ移送するための手段がポンプを作動さ
せる手段に出会う、果汁をポンプ移送するための手段の外部表面に取り付けられることが
可能であり、一方、もう一方の端部は、開いており、果汁をポンプ移送するための手段を
取り囲むことが可能である。果汁を抽出するための手段は、半分が中空であって半分が中
実であるチューブ形状の円筒体であることが可能であり、果汁を抽出するための手段に接
続する手段の直径よりもわずかに小さいが果汁をポンプ移送するための手段の直径より大
きい直径を有している。
【００４２】
　果汁を抽出するための手段のすべての部分は、硬質プラスチックから作製されることが
可能であり、円筒形状であることが可能であり、かつ、同じ材料の部品から形成されるこ
とが可能である。ポンプを収容する手段の一方の端部は、外部表面の上にスクリューのよ
うなねじ山が付けられることが可能であり、果汁をスプレーするための手段に接続する手
段を備えている。ポンプを収容する手段の反対側の端部は、果汁を抽出するための手段の
残りの半分と一体化されており、果汁流れを可能にする手段である。
【００４３】
　２つのチャネルが、果汁流れを可能にする手段の全体を通して互いに垂直に切られてい
ることが可能であり、互いに直角に間隔をおいて配置された４つの同軸チャネルを結果と
して生じている。ポンプを収容する手段と一体化されている端部と反対側の、果汁流れを
可能にする手段の端部は、凹面状および鋸歯状であり、果物を突き刺す手段を形成するこ
とが可能である。果汁を抽出するための手段に接続する手段は、ねじり運動によって果汁
をスプレーするための手段に接続する手段に接合されることが可能であり、果汁をポンプ
移送するための手段は、ポンプを収容する手段に適合し、果汁取込みの手段は、果汁流れ
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を可能にする手段に適合し、その中間地点まで到達する。
【００４４】
　作動中に、使用者は、例えば、内部をほぐすために圧力を加えながら、１つの柑橘類の
果物を硬い表面の上で転がすことが可能である。次いで、本発明の鋸歯状の端部は、ねじ
り運動によって、果物の表皮を通して、および、内部の果肉の中へ、好ましくは、かつて
果柄が取り付けられていた果物の範囲を通して、挿入されることが可能である。次いで、
使用者は、指を使用してポンプ起動装置を押圧することによって、エーロゾルポンプを作
動させることが可能である。果汁は、エーロゾルポートからエーロゾルの形態で出てくる
こととなる（図７参照）。
【００４５】
　図８～図１１は、例示的な実施形態の斜視図である。
【００４６】
　図１２Ａと図１２Ｂとは、部品リストを備え、部品リストは、例示的な実施形態を組み
立てるための特定のコンポーネント部品を購入するのに使用されることが可能である。こ
の場合の部品供給者は、中国のＺｈｅＪｉａｎｇ　ＹｕＹａｏ　Ｃｉｔｙ　ＺｈｉＢｉｎ
ｇ　Ｓｐｒａｙ　Ｆａｃｔｏｒｙである。
【００４７】
　図１２Ａおよび図１２Ｂの部品リストは、情報目的と実施可能目的のためだけに提供さ
れており、特許請求されている発明の実施をするためのいかなる黙示的な許可を構成する
ことはなく、かつ、それを提供することは意図していない。
【００４８】
　特定の例示的な実施形態が、本明細書で説明されているが、それらの実施形態は、例と
してのみ提供されており、限定をするものではないということが理解されるべきである。
実施形態が、とりわけ、示されて説明されてきたが、形態と詳細との様々な変形がなされ
ることが可能であるということが理解されよう。様々な実施形態が、特定の特徴、および
／または、コンポーネントの組み合わせを有するものとして説明されてきたが、他の実施
形態が、上述の実施形態の任意のものから、任意の特徴および／またはコンポーネントの
組み合わせを有することが可能である。
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【図５】 【図６】
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【図１０】 【図１１】

【図１２Ａ】 【図１２Ｂ】
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【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成26年2月13日(2014.2.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　果汁をスプレーするためのデバイスであって、前記デバイスは、
　上部部分と底部部分とを有する果汁抽出器であって、前記果汁抽出器の前記底部部分が
、果物、野菜、およびベリーのうちの少なくとも１つの中へ挿入されるエッジを有し、前
記果汁抽出器が、前記果物、野菜、およびベリーのうちの少なくとも１つから果汁を直接
収集するためのキャビティーを画定する部分を備える、果汁抽出器と、
　上部部分と底部部分とを備えるスプレーディスペンサーであって、前記スプレーディス
ペンサーが、スプレーポンプを備え、前記スプレーポンプが、前記スプレーディスペンサ
ーの前記上部部分の中に部分的に配設され、前記スプレーディスペンサーの前記上部部分
から延在しており、前記スプレーディスペンサーの前記底部部分が、前記果汁抽出器の前
記上部部分に脱着可能に連結されており、前記スプレーポンプが、前記果物、野菜、およ
びベリーのうちの少なくとも１つから果汁を直接収集するための前記キャビティーの中に
配設される下側端部を有するチューブを備える、スプレーディスペンサーと
を備える、デバイス。
【請求項２】
　前記果汁抽出器の前記底部部分が、複数の開口部を画定する凹面状の表面を有する下側
端部を備える、請求項１に記載のデバイス。
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【請求項３】
　前記エッジが、鋸歯状の縁部を備える、請求項２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記果汁抽出器の前記底部部分が、前記キャビティーの中へ果汁を案内するための複数
のチャネルを画定する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記果汁抽出器が、フィルターをさらに備え、前記フィルターが、前記キャビティーの
中に配設され、果物の粒子が前記キャビティーの中へ流れ込むことを防止するように構成
されている、請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記フィルターが、取り外し可能である、請求項５に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記デバイスが、前記キャビティーと前記スプレーディスペンサーとを通過する軸線に
対して実質的に垂直に延在する表面を備え、それによって、前記果物、野菜、およびベリ
ーのうちの少なくとも１つの中へ前記デバイスを挿入するための挿入停止点を画定する、
請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記スプレーディスペンサーの上部部分が、底部部分に向かってフレア形状になってお
り、前記フレア形状部分が、前記スプレーディスペンサーの下側端部の直径よりも大きい
直径を有し、前記フレア形状部分の底部表面が、前記挿入停止点を形成している、請求項
７に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記スプレーポンプが、
　スプレー出口を有するポンプ起動装置であって、前記ポンプ起動装置が、前記キャビテ
ィーの中に収集されている果汁を、散布のために前記スプレー出口に向かって前記スプレ
ーポンプの前記チューブの中に流れさせるために、押されるように構成されている、ポン
プ起動装置を
さらに備える、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記スプレーディスペンサーと前記果汁抽出器とが、ねじ式の連結部を介して、分離可
能に連結される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１１】
　果汁をスプレーするための方法であって、
　果汁を収集するために請求項１の前記デバイスを果汁供給源の中へ挿入することと、
　前記デバイスのスプレー出口を所望の方向に方向付けることと、
　前記所望の方向に前記果汁をスプレーするために、ポンプ起動装置を押して、前記デバ
イスの前記キャビティーの中に収集されている果汁を、スプレー出口に向かって、前記ス
プレーポンプの前記チューブの中に流れさせることと
を備える、方法。
【請求項１２】
　挿入する前記ステップが、鋸歯状の縁部を有する果汁抽出器部分の下側端部を回転させ
ることを備えており、前記鋸歯状の縁部が、前記果汁供給源の皮領域を貫通し、前記キャ
ビティーが、果汁で満たされるようになっている、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　請求項１の前記果汁抽出器を請求項１の前記スプレーディスペンサーから分離すること
と、
　果汁または破片を除去するために請求項１の前記果汁抽出器を洗浄することと
を備える、方法。
【請求項１４】
　前記果汁または破片の供給源が、果物、野菜、およびベリーのうちの少なくとも１つで
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ある、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項１の前記果汁抽出器を請求項１の前記スプレーディスペンサーに連結すること
を備える、方法。
【請求項１６】
　請求項１０の前記果汁抽出器を、前記ねじ式の連結部を介して、請求項１０の前記スプ
レーディスペンサーに連結すること
を備える、方法。
【請求項１７】
　前記果汁供給源が、果物であり、前記スプレーディスペンサーが、前記果汁抽出器によ
って前記果物から抽出された果汁をスプレーするように作動可能である、請求項１に記載
のデバイス。
【請求項１８】
　請求項５の前記果汁抽出器を請求項５の前記スプレーディスペンサーから分離すること
と、
　果汁または破片を除去するために請求項５の前記フィルターを洗浄することと
を備える、方法。
【請求項１９】
　前記果物、野菜、およびベリーのうちの少なくとも１つは、果物である、請求項１に記
載のデバイス。
【請求項２０】
　前記果汁抽出器は、外部表面の上にスクリューのようなねじ山が付けられる、請求項１
に記載のデバイス。
【請求項２１】
　前記果汁抽出器は、外部表面の上にスクリューのようなねじ山が付けられる、請求項１
９に記載のデバイス。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　特定の例示的な実施形態が、本明細書で説明されているが、それらの実施形態は、例と
してのみ提供されており、限定をするものではないということが理解されるべきである。
実施形態が、とりわけ、示されて説明されてきたが、形態と詳細との様々な変形がなされ
ることが可能であるということが理解されよう。様々な実施形態が、特定の特徴、および
／または、コンポーネントの組み合わせを有するものとして説明されてきたが、他の実施
形態が、上述の実施形態の任意のものから、任意の特徴および／またはコンポーネントの
組み合わせを有することが可能である。
　以下、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［１］
　液体をスプレーするためのデバイスであって、前記デバイスは、
　上部部分と底部部分とを有する液体抽出器であって、前記液体抽出器の前記底部部分が
、液体供給源の中へ挿入されるように適合されており、前記液体抽出器が、前記液体供給
源から液体を収集するためのキャビティーを画定する部分を備える、液体抽出器と、
　上部部分と底部部分とを備えるスプレーディスペンサーであって、前記スプレーディス
ペンサーが、スプレーポンプを備え、前記スプレーポンプが、前記スプレーディスペンサ
ーの前記上部部分の中に部分的に配設され、前記スプレーディスペンサーの前記上部部分
から延在しており、前記スプレーディスペンサーの前記底部部分が、前記液体抽出器の前
記上部部分に連結されるように構成されており、前記スプレーポンプが、前記液体供給源
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から液体を収集するための前記キャビティーの中に配設される下側端部を有するチューブ
を備える、スプレーディスペンサーと
を備える、デバイス。
　　［２］
　前記液体供給源が、果物、野菜、およびベリーのうちの少なくとも１つであり、前記ス
プレーディスペンサーが、果物、野菜、およびベリーのうちの前記少なくとも１つから抽
出される果汁をスプレーするように作動可能である、［１］に記載のデバイス。
　　［３］
　前記液体抽出器の前記底部部分が、複数の開口部を画定する凹面状の表面を有する下側
端部を備える、［１］に記載のデバイス。
　　［４］
　前記液体抽出器の前記下側端部が、鋸歯状の縁部を画定する、［３］に記載のデバイス
。
　　［５］
　前記液体抽出器の前記底部部分が、前記キャビティーの中へ液体を案内するための複数
のチャネルを画定する、［１］に記載のデバイス。
　　［６］
　前記液体抽出器が、フィルターをさらに備え、前記フィルターが、前記キャビティーの
中に配設され、果物の粒子が前記キャビティーの中へ流れ込むことを防止するように構成
されている、［１］に記載のデバイス。
　　［７］
　前記フィルターが、取り外し可能である、［６］に記載のデバイス。
　　［８］
　前記デバイスが、前記キャビティーと前記スプレーディスペンサーとを通過する軸線に
対して実質的に垂直に延在する表面を備え、それによって、果物、野菜、およびベリーの
うちの少なくとも１つの中へ前記デバイスを挿入するための挿入停止点を画定する、［１
］に記載のデバイス。
　　［９］
　前記スプレーディスペンサーの前記上部部分が、前記底部部分に向かってフレア形状に
なっており、前記フレア形状部分が、前記スプレーディスペンサーの前記下側端部の直径
よりも大きい直径を有し、前記フレア形状部分の底部表面が、前記挿入停止点を形成して
いる、［８］に記載のデバイス。
　　［１０］
　前記スプレーポンプが、
　スプレー出口を有するポンプ起動装置であって、前記ポンプ起動装置が、前記キャビテ
ィーの中に収集されている液体を、散布のために前記スプレー出口に向かって前記スプレ
ーポンプの前記チューブの中に流れさせるために、押されるように構成されている、ポン
プ起動装置を
さらに備える、［１］に記載のデバイス。
　　［１１］
　前記スプレーディスペンサーと前記液体抽出器とが、分離可能に連結される、［１］に
記載のデバイス。
　　［１２］
　前記スプレーディスペンサーと前記液体抽出器とが、ねじ式の連結部を介して、分離可
能に連結される、［１］に記載のデバイス。
　　［１３］
　液体をスプレーするための方法であって、
　果汁を収集するために［１］の前記デバイスを果汁供給源の中へ挿入することと、
　前記デバイスのスプレー出口を所望の方向に方向付けることと、
　前記所望の方向に前記果汁をスプレーするために、ポンプ起動装置を押して、前記デバ
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イスの前記キャビティーの中に収集されている果汁を、スプレー出口に向かって、前記ス
プレーポンプの前記チューブの中に流れさせることと
を備える、方法。
　　［１４］
　挿入する前記ステップが、鋸歯状の縁部を有する果汁抽出器部分の下側端部を回転させ
ることを備えており、前記鋸歯状の縁部が、前記果汁供給源の皮領域を貫通し、前記キャ
ビティーが、果汁で満たされるようになっている、［１３］に記載の方法。
　　［１５］
　［１］の前記液体抽出器を［１］の前記スプレーディスペンサーから分離することと、
　液体または破片を除去するために［１］の前記液体抽出器を洗浄することと
を備える、方法。
　　［１６］
　前記液体または破片の供給源が、果物、野菜、およびベリーのうちの少なくとも１つで
ある、［１５］に記載の方法。
　　［１７］
　［１］の前記液体抽出器を［１］の前記スプレーディスペンサーに連結すること
を備える、方法。
　　［１８］
　［１２］の前記液体抽出器を、前記ねじ式の連結部を介して、［１２］の前記スプレー
ディスペンサーに連結すること
を備える、方法。
　　［１９］
　前記液体供給源が、果物であり、前記スプレーディスペンサーが、前記液体抽出器によ
って前記果物から抽出された果汁をスプレーするように作動可能である、［１］に記載の
デバイス。
　　［２０］
　［６］の前記液体抽出器を［６］の前記スプレーディスペンサーから分離することと、
　液体または破片を除去するために［６］の前記フィルターを洗浄することと
を備える、方法。
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