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(57)【要約】
【課題】指輪を容易に着脱でき、かつ指輪を取り付けた
状態での装飾性に優れるペンダントおよびペンダント・
指輪セットを提供する。
【解決手段】ペンダント１０は、例えばシルバーチェー
ンのトップ部分に例えばシルバー製のペンダントトップ
１２が取り付けられた構成となっている。ペンダントト
ップ１２は、いわば板クリップ形状に形成され、重ね合
わせ部分は、例えばエンゲージリングである指輪１４の
一端を挿通して係止できる程度の隙間Ｃが設けられる。
指から外した指輪１４を腹部分からペンダントトップ１
２の隙間Ｃを挿通することにより、ワンタッチで簡単に
指輪１４をペンダント１０に装着することができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指輪をワンタッチで着脱可能に係止することができる係止部を含むペンダントトップを
備えてなることを特徴とするペンダント。
【請求項２】
　ペンダントトップを備えてなるペンダントであって、
　該ペンダントトップが、高さ方向で小円錐形状の上段部および円錐台形状の下段部の２
段に分割可能な円錐形状に形成されるとともに、頂部がペンダント本体に係合され、
　該ペンダントトップを分割して該下段部の上底面の径よりも大きくかつ下底面の径より
も小さい径を有する指輪を該下段部に外嵌めした後、該下段部を該上段部に接合すること
により該ペンダントトップに指輪を係止することができる構造を有することを特徴とする
ペンダント。
【請求項３】
　請求項１または２記載のペンダントと、該ペンダントに着脱可能に係止される指輪から
なることを特徴とするペンダント・指輪セット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ペンダントおよびペンダント・指輪セットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　指輪は、ペンダント（ここでは、首飾りの意で用いる。したがって、ネックレスを含む
。）やブローチ等と同様に、装身具として広く愛用されている（以下、指輪の語は装身具
としての意で用いる。）。
【０００３】
　指輪には、例えばパーティ等のいわゆる晴れの場でのみ特別に用いるものもあるが、そ
の一方で、日常的に装着するものもある。後者の例として、例えばエンゲージリング等の
記念的な指輪があり、これらの指輪を肌身離さず装着しておくことを好む人も多い。
【０００４】
　ところが、例えば、外出先で手を洗う場合等においては、指輪を指から外すことが普通
に行われている。また、職業や環境によっては、衛生面や安全面等から指輪を装着してお
くことが好ましくなく、あるいは装着が禁じられることもあり、このような場合において
も、指輪を指から外さざるを得ない。
【０００５】
　自宅で例えば就寝前に外した指輪は、所定の場所に配置したスタンド等に置いておくこ
とができるが、上記のように外出先では、スタンド等を携行することは現実的ではないた
め、外した指輪は服のポケットに入れたり、周囲に置いたりすることが普通である。この
場合、指輪をどこに置いたかを忘れてしまい、紛失につながることも起こりうる。
【０００６】
　また、上記したエンゲージリング等の記念的な指輪については、指から外したときでも
その後すぐに指に装着できるように、身につけておくことを望む人も多い。
【０００７】
　この点に関し、指輪のリング部分の内側に弾性的に装着可能であり、その適所にネック
レス（首飾り）等保持部を設けた駒部材を備え、この駒部材を指輪のリング部分内周に装
着するとともに、駒部材のネックレス等保持部にネックレス類を取り付けるようにした、
指輪をネックレス類に取り付ける機構が提案されている（特許文献１参照）。これによれ
ば、構造が簡単で容易に指輪またはネックレスとして兼用することができるとされている
。
【特許文献１】登録実用新案第３００１１１７号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記の指輪をネックレス類に取り付ける機構は、駒部材を介して指輪を
ネックレスに取り付ける構造であるため、指輪の着脱が煩雑であることは明らかである。
また、駒部材に外嵌めした指輪は、いわゆるペンダントトップとしてみた場合、装飾性が
損なわれるケースが多いであろうことも考えられる。
【０００９】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、指輪を容易に着脱でき、かつ指輪
を取り付けた状態での装飾性に優れるペンダントおよびペンダント・指輪セットを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係るペンダントは、指輪をワンタッチで着脱可能に係止することができる係止
部を含むペンダントトップを備えてなることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係るペンダントは、ペンダントトップを備えてなるペンダントであって
、
　該ペンダントトップが、高さ方向で小円錐形状の上段部および円錐台形状の下段部の２
段に分割可能な円錐形状に形成されるとともに、頂部がペンダント本体に係合され、
　該ペンダントトップを分割して該下段部の上底面の径よりも径が大きくかつ下底面の径
よりも径の小さい指輪を該下段部に外嵌めした後、該下段部を該上段部に接合することに
より該ペンダントトップに指輪を係止することができる構造を有することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係るペンダント・指輪セットは、上記のペンダントと、該ペンダントに
着脱可能に係止される指輪からなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係るペンダントは、指輪をワンタッチで着脱可能に係止することができる係止
部を含むペンダントトップを備えるため、または、ペンダントトップが、高さ方向で小円
錐形状の上段部および円錐台形状の下段部の２段に分割可能な円錐形状に形成されるとと
もに、頂部がペンダント本体に係合され、ペンダントトップを分割して下段部の上底面の
径よりも大きくかつ下底面の径よりも小さい径を有する指輪を下段部に外嵌めした後、下
段部を上段部に接合することによりペンダントトップに指輪を係止することができる構造
を有するため、指輪を外したときに、簡単にペンダントに装着することができ、指輪を紛
失等するおそれがない。また、指輪が構成要素の一部となるペンダントトップの装飾性が
損なわれることがない。
　また、本発明に係るペンダント・指輪セットは、上記のペンダントと、ペンダントに着
脱可能に係止される指輪からなるため、上記ペンダントの効果を好適に得ることができる
とともに、さらに、組み合わされる指輪およびペンダントの形状等のデザインを統一的に
製作することにより、ペンダントトップに指輪をより確実に係止することができ、また、
全体としての意匠性に優れた、指輪を係止したペンダントトップあるいはペンダントを得
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明に係るペンダントおよびペンダント・指輪セットの好適な実施の形態について、
図を参照して、以下に説明する。
【００１５】
　まず、本発明の実施の形態の第一の例に係るペンダントについて、図１～図３を参照し
て説明する。
　図１はペンダントに指輪を係止する前の状態を示す図であり、図２は指輪を係止したペ
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ンダントの側面図であり、図３は指輪を係止したペンダントの正面図である。
【００１６】
　ペンダント（首飾り）１０は、例えばシルバーチェーンのトップ部分（図１中、下部先
端部分）に例えばシルバー製のペンダントトップ１２が取り付けられた構成となっている
。　
【００１７】
　ペンダントトップ１２は、例えば、幅の狭い板材の両端を折り返して重ね合わせた形状
、いわば板クリップ形状に形成され、重ね合わせ部分は、例えばエンゲージリングである
指輪１４の一端を挿通して係止できる程度の隙間（図２中、矢印Ｃで示す。）が設けられ
ている。
　通常、指輪１４の径寸法や厚み寸法は種々異なるが、極端に大幅に異なることはなく、
また、指輪１４の腹部分の厚みＴ１は背部分の厚みＴ２に比べて薄いため、ペンダントト
ップ１２の隙間Ｃを腹部分の厚みＴ１の最大値を想定した寸法に設定し、指輪１４の腹部
分からペンダントトップ１２の隙間Ｃを挿通することにより、１つのペンダントトップ１
２で寸法の異なる指輪１４に対応することができる。
【００１８】
　例えば、仕事上の必要に応じて指輪１４を外す場合、外した指輪１４を腹部分からペン
ダントトップ１２の隙間Ｃを挿通することにより、ワンタッチで簡単に指輪１４をペンダ
ント１０に係止することができる。このとき、図２および図３に示すように、指輪１４は
自重でペンダントトップ１２の下部に係合し、ぶら下がった状態となるため、また、指輪
１４の腹部分の厚みＴ１に比べて指輪１４の他の部分の厚みが厚いため、振動等によって
指輪１４の位置が移動しても、ペンダントトップ１２から指輪１４が脱落するおそれは少
ない。　
　また、このとき、ペンダントトップ１２を可撓性材料で形成すれば、図４に示すように
、ペンダントトップ１２の両端の接着箇所を指輪１４で押し開いて指輪１４をペンダント
トップ１２に係止した後、ペンダントトップ１２の両端が再び接着する構成とすることが
できるため、指輪１４がペンダントトップ１２から脱落することを完全に防止することが
できる。
【００１９】
　以上説明した本発明の実施の形態の第一の例に係るペンダント１０によれば、指から外
した指輪１４を簡単にペンダント１０に装着することができ、指輪１４を紛失等するおそ
れがない。また、大切な指輪１４を常に身につけておくことができ、その際に、指輪１４
が構成要素の一部となるペンダントトップ１２の装飾性が損なわれることがない。
【００２０】
　つぎに、本発明の実施の形態の第一の例に係るペンダント１０のペンダントトップ１２
の第１の変形例について、図５を参照して説明する。
　図５は、ペンダントトップの側面図を示す。
【００２１】
　第１の変形例に係るペンダントトップ１２ａは、一端に、ばね力によって他の一端と接
着するように復帰可能な回動部１６が設けられる。このため、回動部１６を押し開いて指
輪をペンダントトップ１２ａに装着した後は、回動部１６が復元して他の一端と接着する
ため、指輪がペンダントトップ１２ａから脱落するそれを完全に解消することができ、ま
た、寸法の大きく異なる指輪であってもペンダントトップ１２ａに装着することができる
。このようなペンダントトップ１２ａは、ペンダントトップを剛性材料で形成する必要が
ある場合には、特に好適である。
【００２２】
　つぎに、本発明の実施の形態の第一の例に係るペンダント１０のペンダントトップ１２
の第２の変形例について、図６を参照して説明する。
　図６は、ペンダントトップの側面図を示す。
【００２３】
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　第２の変形例に係るペンダントトップ１２ｂは、表面に装飾１８が施されている。この
ため、ペンダントトップ１２ｂの装飾性をより高めることができる。
【００２４】
　つぎに、本発明の実施の形態の第二の例に係るペンダントについて、図７および図８を
参照して説明する。
　図７はペンダントに指輪を係止する前の状態を示す図であり、図８は指輪を係止したペ
ンダントを示す図である。
【００２５】
　ペンダント１０ａは、ペンダント本体であるチェーン２０のトップ部分（図７中、下部
先端部分）にペンダントトップ１２ｃが取り付けられた構成となっている。　
　ペンダントトップ１２ｃは、円錐形状に形成されるとともに、頂部がチェーン２０に係
合される。ペンダントトップ１２ｃは、高さ方向で小円錐形状の上段部２２および円錐台
形状の下段部２４の２段に分割可能な構造に形成される。この分割可能な構造は、ねじ止
め方式やマグネット方式等の適宜の方式を採用することができる。
　ペンダント１０ａは、ペンダントトップ１２ｃを分割して下段部２４の上底面の径Ｄ２
よりも大きくかつ下底面の径Ｄ３よりも小さい径（内径）Ｄ１を有する指輪１４を下段部
２４に外嵌めした後、下段部２４を上段部２２に接合することにより、ペンダント１０ａ
を首から外さなくても、容易にペンダントトップ１２ｃを分割し、また、接合して、ペン
ダント１０ａに指輪１４を係止することができる。
　本発明の実施の形態の第二の例に係るペンダント１０ａによれば、上記ペンダント１０
と同様の効果を得ることができるとともに、特に、指輪１４が下段部２４に外嵌めされる
ことにより、がたつき等を生じることが少なく、指輪１４とペンダントトップ１２ｃとが
こすれることによって生じうる傷等を回避することができる。
　なお、ペンダント１０ａのペンダントトップ１２ｃの変形例として、図９に示すように
、中空の円錐形状のペンダントトップ１２ｄに形成してもよい。
【００２６】
　つぎに、本発明の実施の形態例に係るペンダント・指輪セットについて説明する。
【００２７】
　先に説明した、本発明の実施の形態の第一の例に係るペンダント１０は、寸法の異なる
複数の指輪を着脱できるように構成したものであるが、これに対して、本発明の実施の形
態例に係るペンダント・指輪セットは、ペンダントと指輪をセット品として製作し、販売
するものである。
　これにより、上記ペンダント１０の効果を好適に得ることができるとともに、さらに、
組み合わされる指輪およびペンダントの形状等のデザインを統一的に製作することにより
、ペンダントトップに指輪をより確実に係止することができ、また、全体としての意匠性
に優れた、指輪を係止したペンダントトップあるいはペンダントを得ることができる。ま
た、購入者が指輪を係止した状態のペンダントトップあるいはペンダントの形態を確認し
たうえで購入することができるため、購入時の判断が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施の形態の第一の例に係るペンダントに指輪を係止する前の状態を示
す図である。
【図２】指輪を係止した本発明の実施の形態の第一の例に係るペンダントの側面図である
。
【図３】指輪を係止した本発明の実施の形態の第一の例に係るペンダントの側面図である
。
【図４】可撓性を有するペンダントトップへの指輪の装着手順を説明するための図である
。
【図５】第１の変形例に係るペンダントのペンダントトップの側面図である。
【図６】第２の変形例に係るペンダントのペンダントトップの側面図である。
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【図７】本発明の実施の形態の第二の例に係るペンダントに指輪を係止する前の状態を示
す図である。
【図８】指輪を係止した本発明の実施の形態の第二の例に係るペンダントを示す図である
。
【図９】本発明の実施の形態の第二の例に係るペンダントのペンダントトップの変形例を
示す図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１０、１０ａ　ペンダント
　１２、１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ　ペンダントトップ
　１４　指輪
　１６　回動部
　１８　装飾
　２０　チェーン
　２２　上段部
　２４　下段部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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