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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒部（２１）の下端から径方向へ把持部（２２）が突出された除去器本体（２）と、
その除去器本体（２）の円筒部（２１）へ上方から嵌め込み固定された磁石（３）と、そ
の磁石（３）を上方から被覆するように、除去器本体（２）の円筒部（２１）へ上下移動
と回動の可能に套嵌されたキャップ（４）とから成り、
　そのキャップ（４）における周壁部（４２）内面の下端に、一対の突起（４２１）を直
径方向対称位置に形成する一方、
　その各突起（４２１）と係合するキャップ用移動案内溝（２１１）を、上記除去器本体
（２）における円筒部（２１）の外周面に対応形成すると共に、
　その各移動案内溝（２１１）を上記円筒部（２１）の最下レベルから斜め上方に伸びる
傾斜溝部（２１１ａ）として、且つその傾斜溝部（２１１ａ）の下端に第１係止部（２１
２）と、同じく上端の少なくとも１つのレベルに第２係止部（２１３ａ）（２１３ｂ）と
を各々形成し、
　上記除去器本体（２）側の傾斜溝部（２１１ａ）に沿いキャップ（４）を下方へ移動す
るように回動操作して、そのキャップ（４）側の突起（４２１）を上記第１係止部（２１
２）と各々係合させることにより、キャップ（４）をその円形な頂壁部（４１）の表面に
磁性体配合パック剤（Ｐ）が吸着可能となる位置に保持する一方、
　同じく除去器本体（２）側の傾斜溝部（２１１ａ）に沿いキャップ（４）を逆な上方へ
移動するように回動操作して、そのキャップ（４）側の突起（４２１）を上記第２係止部
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（２１３ａ）（２１３ｂ）と各々係合させることにより、キャップ（４）をその頂壁部（
４１）の表面に吸着されている上記パック剤（Ｐ）が拭き取り可能となる位置に保持する
ように設定したことを特徴とするパック剤除去器。
【請求項２】
　キャップ（４）における周壁部（４２）外面の下端に、一対の第１表示部（４２４）を
直径方向対称位置に形成する一方、
　そのキャップ（４）側の突起（４２１）が除去器本体（２）側の第１、２係止部（２１
２）（２１３ａ）（２１３ｂ）と各々係合したことを示す少なくとも上下一対づつ合計４
個の第２表示部（２１７）を除去器本体（２）における円筒部（２１）の外周面へ、上記
キャップ（４）側の第１表示部（４２４）と上下に隣接する位置関係に対応形成したこと
を特徴とする請求項１記載のパック剤除去器。
【請求項３】
　除去器本体（２）の把持部（２２）を下方へ行く程外径が大きくなるスカート形態とし
て、その外周面に握り持ち手の指先が嵌まり得る複数の弧状凹部（２２１）を設けたこと
を特徴とする請求項１記載のパック剤除去器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、肌に塗布された磁性体配合パック剤を磁石の磁力によって肌から吸着除去す
るパック剤除去器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明者は、塗布したパック剤を肌から除去するのに手間や時間のかからない新規の美
容方法として、磁性流体や鉄粉等の磁性体を配合したパック剤を肌に塗布した後、該パッ
ク剤を磁石によって肌から吸着除去する方法を先に提案した（下記の特許文献１参照）。
この美容方法によれば、磁性体配合パック剤を肌に塗布した後、磁石を肌に近づけるだけ
で、該パック剤を肌から簡単にかつ短時間で吸着除去することができる。
【０００３】
　また、本発明者は、上記の美容方法に用いられるパック剤吸着器として、上端部に磁石
が取り付けられている除去器本体と、磁石を覆うように除去器本体の上端部に嵌め被せら
れるキャップとを備えてなり、肌に塗布された磁性体配合パック剤を、磁石の磁力によっ
てキャップの頂壁部表面に吸着させるものを併せて提案している（下記特許文献１の段落
番号０００９および図３参照）。
【０００４】
　上記のパック剤除去器は、キャップの頂壁部表面にパック剤を吸着させるものであるた
め、キャップを除去器本体から外せば、その頂壁部表面に付着したパック剤を比較的容易
に除去することができる。
【０００５】
　しかしながら、上記のパック剤除去器の場合、頂壁部表面にパック剤が吸着された状態
のキャップを除去器本体から外す際に、パック剤が手の指や服等に付着するおそれがあっ
た。また、肌に塗布したパック剤を一度に吸着できない場合には、除去器本体からキャッ
プを外してパック剤を拭き取った後、再度キャップを嵌めるといった作業を繰り返し行う
必要があり、面倒であった。
【０００６】
　また、キャップを除去器本体から完全に外すと、磁力が全く作用しなくなるため、パッ
ク剤がキャップの頂壁部表面からしたたり落ちるおそれがあった。
【０００７】
　さらに、除去器本体の上端部に取り付けられる磁石としては、例えば３５００ガウス前
後の比較的強い磁力を有するものが用いられる。したがって、上記のパック剤除去器をか
ばん等に入れて携帯した場合、たとえ除去器本体の上端部にキャップを嵌め被せておいた
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としても、磁石とキャップの頂壁部との距離は極めて近いものであるため、磁石の磁力が
他の携帯品である磁気カード等に作用して影響を及ぼすおそれがあった。
【特許文献１】特開２００３－１９９６２０号公報
【発明の開示】
【０００８】
　本発明の目的は、肌に塗布された磁性体配合パック剤を、磁力によって肌から吸着除去
するパック剤除去器として、吸着したパック剤をより簡単に除去器から取り除くことがで
き、また、携帯に適したものを提供することにある。
【０００９】
　本発明のパック剤除去器は、円筒部の下端から径方向へ把持部が突出された除去器本体
と、その除去器本体の円筒部へ上方から嵌め込み固定された磁石と、その磁石を上方から
被覆するように、除去器本体の円筒部へ上下移動と回動の可能に套嵌されたキャップとか
ら成り、
【００１０】
　そのキャップにおける周壁部内面の下端に、一対の突起を直径方向対称位置に形成する
一方、
【００１１】
　その各突起と係合するキャップ用移動案内溝を、上記除去器本体における円筒部の外周
面に対応形成すると共に、
【００１２】
　その各移動案内溝を上記円筒部の最下レベルから斜め上方に伸びる傾斜溝部として、且
つその傾斜溝部の下端に第１係止部と、同じく上端の少なくとも１つのレベルに第２係止
部とを各々形成し、
【００１３】
　上記除去器本体側の傾斜溝部に沿いキャップを下方へ移動するように回動操作して、そ
のキャップ側の突起を上記第１係止部と各々係合させることにより、キャップをその円形
な頂壁部の表面に磁性体配合パック剤が吸着可能となる位置に保持する一方、
【００１４】
　同じく除去器本体側の傾斜溝部に沿いキャップを逆な上方へ移動するように回動操作し
て、そのキャップ側の突起を上記第２係止部と各々係合させることにより、キャップをそ
の頂壁部の表面に吸着されている上記パック剤が拭き取り可能となる位置に保持するよう
に設定したことを特徴としている。
【００１５】
　上記の構成によれば、キャップを回動操作して、その突起が第１係止部と係合する下方
位置まで移動させることにより、その頂壁部表面にパック剤が吸着可能となる状態に保持
することができ、また、突起が第２係止部と係合する上方位置まで移動させることにより
、頂壁部に付着したパック剤が拭き取り可能となるような状態に保持することができる。
したがって、パック剤の吸着の際およびパック剤の拭き取りの際に、キャップを手で保持
しておく必要がなく、使い勝手が良い。
【００１６】
　上記の場合、キャップの周壁部内面およびこれと対向する除去器本体の外周面がそれぞ
れ円形の断面を有し、キャップ用移動案内溝における第１係止部とこれに最も近い第２係
止部との間の部分は、キャップを除去器本体に対して所要方向に回動させることによって
、突起が前記係止部同士の間を移動するように、斜め方向に伸びた傾斜溝部となっている
。
【００１７】
　このように、キャップを所要方向に回動させることによって、突起を第１係止部とこれ
に最も近い第２係止部との間で移動させることができるため、キャップのスライド操作が
容易となる。特に、キャップを、その頂壁部表面にパック剤を吸着させた状態から、パッ
ク剤の拭き取りが可能となる状態に移動させる際には、そのための操作が複雑であると、
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パック剤が手の指等に付いたりするおそれがあるが、上記のようにキャップの回動操作だ
けで移動可能であるため、そのような心配がない。
【００１８】
　上記において、第２係止部は、少なくとも１つあればよいが、キャップの頂壁部と磁石
との距離が段階的に大きくなるような複数のレベルで突起と係合するように複数個形成さ
れておれば、頂壁部表面に付着したパック剤の量に応じて、拭き取り作業をより簡単にか
つ安心して行い得るキャップの位置を、適宜に選択することができる。
【００１９】
　また、上記の場合、突起がいずれの係止部と係合しているか、換言すれば、キャップが
いずれの移動位置にあるかを使用者が把握し易いように、キャップの周壁部外面に、少な
くとも１つの第１表示部を形成しておくとともに、除去器本体の外周面に、突起が各係止
部と係合しているときに、各第１表示部と隣接する第２表示部を形成しておくことが好ま
しい。
【００２０】
　本発明のパック剤除去器における除去器本体は、上端部に磁石取付部を有する円筒部と
、円筒部の下端部から径方向外方に突出するように形成され、かつ手の平が円筒部の上端
側を向くように片手で握り得る把持部とを備えている。
【００２１】
　上記の場合、把持部を片手で握り持てば、その手の平が円筒部の上端側、即ち、キャッ
プの頂壁部側を向くようになるので、肌に塗布されたパック剤をキャップの頂壁部表面に
吸着させる際に、その作業がやり易くなる。また、上記の場合、除去器全体の長さを比較
的短くすることができるので、携帯にも便利である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　次に、図１～図７を参照して、本発明の実施形態を詳しく説明する。
【００２３】
　図１～図３に示すように、本発明のパック剤除去器（１）は、上端部に磁石（３）が取
り付けられている除去器本体（２）と、磁石（３）を覆うように除去器本体（２）に嵌め
被せられるキャップ（４）とを備えている。
【００２４】
　除去器本体（２）およびキャップ（４）は、例えば、アクリル樹脂やＡＢＳ樹脂等の合
成樹脂によって、それぞれ一体に成形される。
【００２５】
　除去器本体（２）は、上端部に磁石取付部（２１０）を有する円筒部（２１）と、円筒
部（２１）の下端部から径方向外方に突出するように形成された把持部（２２）とを備え
ている。
【００２６】
　円筒部（２１）には、その内周面の上端寄りに水平な環状段差が形成されており、該段
差よりも上方部分が磁石取付部（２１０）となされている。図２に示すように、円筒部（
２１）の下端開口は、底壁部（２３）によって閉鎖されている。
【００２７】
　把持部（２２）は、下端に向かうに連れて次第に外径が大きくなるスカート状のもので
あって、その外周部には、握り持ち手の指先が嵌まり得る大きさを有する複数の弧状凹部
（２２１）が、周方向に等間隔おきに形成されている。この把持部（２２）は、手の平が
円筒部（２１）の上端側を向くように片手で握ることができるようになっている（図７参
照）。
【００２８】
　磁石（３）は、円板状に形成され、かつ表面において約１８００～４０００ガウス（好
ましくは約２３００～３８００ガウスで、標準的には約３５００ガウス）程度の磁力を有
するフェライト磁石等の永久磁石よりなる。この磁石（３）は、除去器本体（２）の磁石
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取付部（２１０）に上方から嵌め込まれて、接着剤等により固定されている。図２に示す
ように、磁石（３）の裏側には、円板状のヨーク（５）が配されている。
【００２９】
　キャップ（４）は、円形の頂壁部（４１）と、頂壁部（４１）の周縁から下方に伸びる
周壁部（４２）とを備えている。頂壁部（４１）の表面は、肌に塗布された磁性体配合パ
ック剤（Ｐ）を磁石（３）の磁力によって吸着させるためのパック剤吸着面となされる。
周壁部（４２）は、円筒部（２１）の外径よりも若干大きい内径を有し、円筒部（２１）
の高さのほぼ半分の高さを有している。周壁部（４２）の内面には、垂直方向に伸びかつ
横断面凸弧状の複数の間隔保持用凸条部（４２２）が周方向に等間隔おきに形成されてい
る。以上の構成により、キャップ（４）は、除去器本体（２）に対して、ほぼ周壁部（４
２）の長さ分だけ、上下方向へ移動することができる。
【００３０】
　キャップ（４）の周壁部（４２）内面には、その下端部における直径方向対称位置に、
一対（計２つ）の突起（４２１）が形成されている。
【００３１】
　一方、キャップ（４）の周壁部（４２）内面と対向する除去器本体（２）の円筒部（２
１）の上部外面には、前記２つの突起（４２１）をそれぞれ案内する２つの移動案内溝（
２１１）が形成されている。図３に示すように、そのキャップ用移動案内溝（２１１）は
、円筒部（２１）の上部外面の最下レベルから同図の右方に向かって斜め上方に伸びる傾
斜溝部（２１１ａ）と、傾斜溝部（２１１ａ）の上端から図３の右方に向かって短く伸び
る下部水平溝部（分岐部）（２１１ｂ）と、傾斜溝部（２１１ａ）の上端から上方に短く
伸びる下部垂直溝部（２１１ｃ）と、下部垂直溝部（２１１ｃ）の上端から図３の左右両
方向に向かって短く伸びる上部水平溝部（分岐部）（２１１ｄ）と、上部水平溝部（２１
１ｄ）における図３の左端から円筒部（２１）上端に向かって短く伸びる上部垂直溝部（
２１１ｅ）とを有している。上部垂直溝部（２１１ｅ）の上端は上方に開放している。
【００３２】
　各移動案内溝（２１１）の下端、即ち、傾斜溝部（２１１ａ）の下端に、第１係止部（
２１２）が形成されている。この第１係止部（２１２）は、突起（４２１）と係合するこ
とによって、キャップ（４）をその頂壁部（４１）の表面にパック剤（Ｐ）が吸着可能と
なる位置に保持するものである。第１係止部（２１２）は、傾斜溝部（２１１ａ）の下端
壁と、これから斜め上方に若干離れた傾斜溝部（２１１ａ）の底壁部分に形成された凸部
（２１５）とによって形成されている。凸部（２１５）は、傾斜溝部（２１１ａ）の深さ
よりも低くなされている。
【００３３】
　突起（４２１）が第１係止部（２１２）と係合した状態では、図２に示すように、キャ
ップ（４）の頂壁部（４１）が磁石（３）の表面に当接（または近接）しており、それに
よって磁石（３）から出る磁力がキャップ（４）の頂壁部（４１）表面に最も作用しやす
くなる。
【００３４】
　また、各移動案内溝（２１１）における第１係止部（２１２）よりも上方の２つのレベ
ルに、第２係止部（２１３ａ）（２１３ｂ）が形成されている。これらの第２係止部（２
１３ａ）（２１３ｂ）は、突起（４２１）と係合することによって、キャップ（４）をそ
の頂壁部（４１）の表面に付着したパック剤（Ｐ）が拭き取り可能となる位置に保持する
ものである。
【００３５】
　下側の第２係止部（２１３ａ）は、下部水平溝部（２１１ｂ）における図２の右側の端
壁と、これから左方に若干離れた底壁部分に形成された凸部（２１５）とによって形成さ
れている。上側の第２係止部（２１３ｂ）は、上部水平溝部（２１１ｄ）における図２の
右側の端壁と、これから左方に若干離れた底壁部分に形成された凸部（２１５）とによっ
て形成されている。これらの凸部（２１５）は、各水平溝部（２１１ｂ）（２１１ｄ）の



(6) JP 4460348 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

深さよりも低くなされている。
【００３６】
　突起（４２１）が下側の第２係止部（２１３ａ）と係合した状態では、図４に示すよう
に、キャップ（４）の頂壁部（４１）が磁石（３）の表面と距離（Ｘ１）だけ離れており
、これによって、キャップ（４）の頂壁部（４１）表面に作用する磁石の磁力が弱くなる
。
【００３７】
　また、突起（４２１）が上側の第２係止部（２１３ｂ）と係合した状態では、図５およ
び図６に示すように、キャップ（４）の頂壁部（４１）と磁石（３）の表面との距離（Ｘ
２）が、図４に示す状態の同距離（Ｘ１）よりも大きくなっており、これによって、キャ
ップ（４）の頂壁部（４１）表面に作用する磁石（３）の磁力がさらに弱くなる。
【００３８】
　キャップ（４）の周壁部（４２）外面に、計２つの第１表示部（４２４）が形成されて
いる。一方、除去器本体（２）の円筒部（２１）外周面に、突起（４２１）が各係止部（
２１２）（２１３ａ）（２１３ｂ）と係合しているときに各第１表示部（４２４）と上下
に隣接する計６つの第２表示部（２１７）が形成されている。
【００３９】
　第１表示部（４２４）は、キャップ（４）の周壁部（４２）外面における下縁部分の直
径方向対称位置にそれぞれ形成された縦長方形状の凸部によって構成されている。第２表
示部（２１７）は、除去器本体（２）の円筒部（２１）外周面における各係止部（２１２
）（２１３ａ）（２１３ｂ）の下側部分に形成された円形状の凹部によって構成されてい
る。使用者は、第１表示部（４２４）がいずれの第２表示部（２１７）と隣接しているの
かを確認することによって、突起（４２１）がどの係止部（２１２）（２１３ａ）（２１
３ｂ）と係合しているか、換言すれば、キャップ（４）がいずれの移動位置にあるかを容
易に知ることができる。
【００４０】
　磁性体配合パック剤（Ｐ）としては、例えば、シリコン等によりコーティングされた鉄
粉（磁性体）を約５５～８０重量％配合し、残部が、基剤、凝固剤、乳化剤、ｐＨ調整剤
や、保湿剤、皮膚保護剤、抗酸化剤、紫外線吸収剤、およびその他の各種美肌成分よりな
るものが用いられる。上記において、鉄粉以外の成分は、通常のパック剤配合成分のうち
非水性を示すものの中から適宜に選択して用いられる。
【００４１】
　上記のパック剤除去器（１）は、例えば次のようにして使用される。即ち、まず、肌に
塗布された磁性体配合パック剤（Ｐ）を肌から吸着除去する場合には、図１および図２に
示すように、突起（４２１）が第１係止部（２１２）と係合する下方位置までキャップ（
４）を移動させておいてから、図７に示すように、把持部（２２）を片手で持って、キャ
ップ（４）の頂壁部（４１）を肌に近づける。そうすると、肌に塗布された磁性体配合パ
ック剤（Ｐ）が、磁石（３）の磁力によって、キャップ（４）の頂壁部（４１）表面に吸
着される。
【００４２】
　キャップ（４）の頂壁部（４１）表面にある程度の量のパック剤（Ｐ）が付着すると、
これを拭き取る必要があるが、この場合、図４に示すように、突起（４２１）が下側の第
２係止部（２１３ａ）と係合する位置までキャップ（４）を引き上げ移動させる。この際
、第１係止部（２１２）と下側第２係止部（２１３ａ）との間を結んでいる移動案内溝（
２１１）が主として傾斜溝部（２１１ａ）によって構成されているので、突起（４２１）
を下側第２係止部（２１３ａ）まで移動させるには、把持部（２２）を持っていない方の
手でキャップ（４）の周壁部（４２）を持って、該キャップ（４）を所定方向に回動させ
るだけでよい。したがって、移動作業が簡単であり、手の指や服等にパック剤（Ｐ）が付
着する心配がない。
【００４３】
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　また、突起（４２１）が下側第２係止部（２１３ａ）と係合する際、該突起（４２１）
が凸部（２１５）を乗り越えることによってクリック感が得られ、しかも、第１表示部（
４２４）が下側第２係止部（２１３ａ）の下方の下側第２表示部（２１７）と隣接するの
で、これらによって、使用者は、突起（４２１）が下側第２係止部（２１３ａ）と係合し
たことを確認することができる。
【００４４】
　キャップ（４）を上記引き上げ位置まで移動させることにより、キャップ（４）の頂壁
部（４１）が磁石（３）の表面と距離（Ｘ１）だけ離れ、作用する磁力が弱くなるので、
パック剤（Ｐ）をキャップ（４）の頂壁部（４１）表面から容易に拭き取ることができる
。また、この位置では、パック剤除去器（１）を横向きや下向きにしてもパック剤（Ｐ）
がしたたり落ちない程度の弱い磁力が作用するため、安心して拭き取り作業を行うことが
できる。
【００４５】
　また、キャップ（４）の頂壁部（４１）表面に吸着させたパック剤（Ｐ）の量が多い場
合、キャップ（４）が図４に示す位置にあったままでは、やや拭き取りが困難なことがあ
る。この場合には、図５に示すように、突起（４２１）が上側の第２係止部（２１３ｂ）
と係合する上方位置まで更にキャップ（４）を移動させる。
【００４６】
　この際、キャップ（４）を上方に引き上げながら所定方向に回動させると、突起（４２
１）が、下側第２係止部（２１３ａ）から外れ、下部水平溝部（２１１ｂ）および下部垂
直溝部（２１１ｃ）を経て、上部水平溝部（２１１ｄ）に達する。次いで、キャップ（４
）を前記と逆方向に回動させると、突起（４２１）が上側の第２係止部（２１３ｂ）と係
合する。
【００４７】
　突起（４２１）が上側第２係止部（２１３ｂ）と係合する際、該突起（４２１）が凸部
（２１５）を乗り越えることによってクリック感が得られ、また、第１表示部（４２４）
が上側第２係止部（２１３ｂ）の下方の上側第２表示部（２１７）と隣接するので、これ
らによって、使用者は、突起（４２１）が上側第２係止部（２１３ｂ）と係合したことを
確認することができる。キャップ（４）を上記引き上げ位置まで更に移動させることによ
り、キャップ（４）の頂壁部（４１）と磁石（３）の表面との間の距離（Ｘ２）が、図４
の場合の同距離（Ｘ１）よりも大きくなって、作用する磁力が更に弱くなるので、比較的
大量に付着したパック剤（Ｐ）をキャップ（４）の頂壁部（４１）表面から容易に拭き取
ることができる。
【００４８】
　上記のパック剤除去器（１）によって引き続きパック剤（Ｐ）の吸着を行う場合には、
上記と逆の操作により、キャップ（４）を図１および図２に示す下方位置まで移動させる
。
【００４９】
　なお、上記のパック剤除去器（１）は、磁気マッサージ器として使用することも可能で
ある。即ち、図１および図２に示すように、突起（４２１）が第１係止部（２１２）と係
合する下方位置までキャップ（４）を移動させておいてから、除去器本体（２）の把持部
（２２）を片手で持ち、キャップ（４）の頂壁部（４１）表面で肌をパッティングする。
これによって、磁石（３）の磁気作用による優れた美肌効果が得られる。
【００５０】
　キャップ（４）を除去器本体（２）から完全に取り外して、水洗い等を行いたい場合に
は、例えば、次のようにすればよい。即ち、キャップ（４）を図５および図６に示す状態
から上方に持ち上げつつ所定方向に回動させると、突起（４２１）が上側第２係止部（２
１３ｂ）から外れて、上部水平溝部（２１１ｄ）および上部垂直溝部（２１１ｅ）を経て
、キャップ用移動案内溝（２１１）から抜けるので、これによって、図３に示すように、
キャップ（４）が除去器本体（２）から分離される。
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　上記のパック剤除去器（１）をかばん等に入れて携帯する場合、図４に示す状態または
図５および図６に示す状態（好ましくは図５および図６に示す状態）となるように、キャ
ップ（４）を引き上げ移動させておく。こうすることによって、キャップ（４）の頂壁部
（４１）と磁石（３）の表面との間の距離が大きくなるので、かばん等に入っている磁気
カード等の他の携帯品が磁石（３）の磁力によって影響を受け難くなる。
【００５２】
　上記の実施形態はあくまでも例示に過ぎず、特許請求の範囲に記載した本発明の要旨を
逸脱しない範囲で適宜に変更を加えた上で本発明を実施することも勿論可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施形態を示すものであって、キャップの頂壁部表面に磁性体配合パッ
ク剤を吸着させるために、突起が第１係止部に係合する下方位置までキャップを移動させ
た状態のパック剤除去器の斜視図である。
【図２】図１のII－II線に沿うパック剤除去器の垂直縦断面図である。
【図３】パック剤除去器のキャップと除去器本体とを分離した状態を示す一部切り欠き正
面図である。
【図４】キャップの頂壁部表面に付着した磁性体配合パック剤を拭き取るために、突起が
下側第２係止部に係合する上方位置までキャップを移動させた状態のパック剤除去器の正
面図である。
【図５】キャップの頂壁部表面に付着した磁性体配合パック剤を拭き取るために、突起が
上側第２係止部に係合する上方位置までキャップを更に移動させた状態のパック剤除去器
の正面図である。
【図６】図５のVI－VI線に沿うパック剤除去器の垂直縦断面図である。
【図７】本発明によるパック剤除去器を用いて、肌に塗布した磁性体配合パック剤を吸着
除去する状態を示す正面図である。
【符号の説明】
【００５４】
　（１）：パック剤除去器
　（２）：除去器本体
　（２１）：円筒部
　（２１１）：キャップ用移動案内溝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　（２１１ａ）・傾斜溝部
　（２１２）：第１係止部
　（２１３ａ）（２１３ｂ）：第２係止部
　（２１７）・第２表示部
　（２２）：把持部
　（２２１）・凹部
　（３）：磁石
　（４）：キャップ
　（４１）：頂壁部
　（４２）：周壁部
　（４２１）：突起
　（４２４）・第１表示部
　（Ｐ）：磁性体配合パック剤
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