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(57)【要約】
　容器（３、４）と、パッケージ１つ分の数のタバコ製
品を包むためのバリヤー材料（１５）からなる閉鎖容器
（２）とを含む、タバコ製品用のパッケージ。バリヤー
材料からなる閉鎖容器は、容器の内部に位置し、取り出
し開口部を形成している。可動のカバー（７）が、取り
出し開口部を覆って延び、摘むことのできるタブ（１０
）を有する。該容器（３、４）は、タブ（１０）の上に
位置する窓（１４）を形成している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器と、
　パッケージ１つ分の数のタバコ製品を包むためのバリヤー材料からなり、この容器の中
に位置し、取り出し開口部を形成する閉鎖容器と、
　取り出し開口部を覆って延び、摘むことのできるタブを有する可動のカバーとを含み、
該容器は閉じたときタブの上に位置する窓を形成しているタバコ製品用のパッケージ。
【請求項２】
　容器が本体と蓋を含み、窓が本体の縁部とそれに対向する蓋の縁部とによって形成され
ていることを特徴とする、請求項１記載のタバコ製品用のパッケージ。
【請求項３】
　蓋を閉じた時、タブが窓を介して見えることを特徴とする、請求項２記載のタバコ製品
用のパッケージ。
【請求項４】
　窓が本体の縁部を切り取ることによって形成されていることを特徴とする、請求項１乃
至３いずれか１項記載のタバコ製品用のパッケージ。
【請求項５】
　さらに、窓が本体に対向する容器の蓋の直線縁部によって形成されていることを特徴と
する、請求項４記載のタバコ製品用のパッケージ。
【請求項６】
　容器が本体と蓋を含み、窓が蓋の縁部を切り取ることによって形成されていることを特
徴とする、請求項１乃至３いずれか１項記載のタバコ製品用のパッケージ。
【請求項７】
　窓を介して見えるタブの外面が、カバーの外面と連続していることを特徴とする、請求
項１乃至６いずれか１項記載のタバコ製品用のパッケージ。
【請求項８】
　タブが、その下に位置するバリヤー材料から離れている及び／またはバリヤー材料に対
して角度がつけられていることを特徴とする、請求項１乃至７いずれか１項記載のタバコ
製品用のパッケージ。
【請求項９】
　タブがその下に位置するバリヤー材料に対して所定の角度で延びるように予め曲げられ
ていることを特徴とする、請求項８記載のタバコ製品用のパッケージ。
【請求項１０】
　タブの少なくとも一部が、粘着材によって、その下に位置するバリヤー材料から離れて
位置していることを特徴とする、請求項８記載のタバコ製品用のパッケージ。
【請求項１１】
　摘むことのできるタブの面積よりも広い面積を窓が有することを特徴とする、請求項１
乃至１０いずれか１項記載のタバコ製品用のパッケージ。
【請求項１２】
　タブは、その少なくとも一部が、窓の領域内に位置し、タブ全体が窓の領域(area)内に
位置することが好ましいことを特徴とする、請求項１乃至１１いずれか１項記載のタバコ
製品用のパッケージ。
【請求項１３】
　カバーが、前記バリヤー材料からなる閉鎖容器に取り付けられるかまたは該容器と一体
に形成されるフラップであることを特徴とする、請求項１乃至１２いずれか１項記載のタ
バコ製品用のパッケージ。
【請求項１４】
　バリヤー材料からなる閉鎖容器が、インナーフレームを囲むことを特徴とする、請求項
１乃至１３いずれか１項記載のタバコ製品用のパッケージ。
【請求項１５】
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　バリヤー材料からなる閉鎖容器が、喫煙品、好ましくは紙巻きタバコを収納することを
特徴とする、請求項１乃至１４いずれか１項記載のタバコ製品用のパッケージ。
【請求項１６】
　蓋が本体にヒンジ式に取り付けられていることを特徴とする、請求項１乃至１５いずれ
か１項記載のタバコ製品用のパッケージ。
【請求項１７】
　窓が容器の幅方向に沿った長辺を有する実質的に長方形であることを特徴とする、請求
項１乃至１６いずれか１項記載のタバコ製品用のパッケージ。
【請求項１８】
　窓が容器の幅よりも短い長さに亘って延びていることを特徴とする、請求項１乃至１７
いずれか１項記載のタバコ製品用のパッケージ。
【請求項１９】
　請求項１乃至１８いずれか１項記載の容器を形成するためのブランク。
【請求項２０】
　上記で説明し、そして添付図面のいずれか１つを参照して示されたタバコ製品用のパッ
ケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タバコ製品用の包装に関し、特に、紙巻きタバコ、シガー、シガリロ及びば
らの状態のタバコ(loose tobacco)などの喫煙品に関する。便宜上、本明細書ではそれら
を「紙巻きタバコ」として説明する。
【背景技術】
【０００２】
　紙巻きタバコのパックの内側の包装紙としてバリヤー層を供することが知られている。
このようなバリヤー層を設けることによって、厳しい気候条件、特に高温、高湿度の地域
における商品の保存期限が大きく改善される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　下記特許文献１には、本体とヒンジ式の蓋を有する紙巻きタバコの箱が開示されている
。バリヤー層は本体の内側で、密封された内容物を囲んで収納する閉鎖容器(sealed encl
osure)を形成し、その容器にはその中のものを取り出すための開口部が設けられている。
取り出し開口部を覆うカバーにはタブが設けられており、このタブは、ユーザーが掴み、
引っ張ることができ、取り出し開口部を露出させる。タブは、その下に位置するバリヤー
材層の表面に、ヒンジ式の蓋によって押しつけられている。このような構成では、タブを
摘みにくくする。
【０００４】
　タブをより容易に摘めるようにするための１つの解決法としては、タブを１８０度曲げ
て折り畳むことが挙げられる。このことは、ヒンジ式の蓋を開いたときにタブの裏面を消
費者に示すことになる。タブの裏面は、外側表面とは異なる表面仕上げが施されており、
タブ、カバー及びバリヤー材料の外面が有する光沢のある仕上げ表面を有していない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、タバコ製品用のパッケージを提供し、そのパッケージは、容器と、パッケー
ジ１つ分の数のタバコ製品を包むためのバリヤー材料からなり、この容器の中に位置し、
取り出し開口部を形成する閉鎖容器と、取り出し開口部を覆って延び、摘むことのできる
タブを有する可動のカバーとを含み、容器はタブの上に位置する窓を形成している。
【０００６】
　したがって、タブは容器からの圧力がかからない。この構成により、一度容器が開けら
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れた時点で、ユーザーはタブをより簡単に摘むことができる。
【０００７】
　本発明の実施態様を、添付図面を参照し、あくまで例示を目的として以下に詳述する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】蓋が閉じた状態の本発明によるパッケージの斜視図である。
【図２】蓋が開いた状態の本発明によるパッケージの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１及び２を参照して、本発明によるタバコ製品用のパッケージ１が示される。パッケ
ージ１は、タバコ製品、好ましくは紙巻きタバコを収納するための密閉された装填部２（
sealed charge）を含む。密閉された装填部２は、本体３及びヒンジ式の蓋４を有する容
器内に配置される。本体３は前面に縁部１６を有し、この縁部は、蓋４が閉じられた位置
にある時、蓋４の前面にある対向縁部１７に隣接する。
【００１０】
　密閉された装填部２は、場合によってはインナーフレーム（図示せず）内に位置するパ
ッケージ１つ分の数の紙巻きタバコを含む。さらに装填部２は、バリヤー材料１５からな
る層を含み、これにより紙巻きタバコの周囲に、そしてさらにインナーフレームがもし存
在している場合にはその周囲にも密閉された閉鎖容器が提供される。バリヤー材料１５の
層は、取り出し開口部を有し、そこを介して紙巻きタバコを取り出すことができる。取り
出し開口部は、破線で示された装填部２の上面の縁部６と、装填部２の前面の縁部１２と
によって形成されている。取り出し開口部は、可動のカバー７によって繰り返し閉じるこ
とができる。カバー７は、バリヤー材料１５の表面にヒンジ線５を有するフラップ形状の
ものであることが好ましい。ヒンジ線５は、バリヤー材料１５の背面に位置するか、また
は該背面に隣接して位置することが好ましい。カバー７は、バリヤー材料１５に取り付け
られるか、またはバリヤー材料１５と一体に形成される。
【００１１】
　カバー７は、ヒンジ線５から遠い方の縁部にタブ１０が設けられている。タブ１０は、
ユーザーが掴んで、カバー７を開き、紙巻きタバコを取り出すために取り出し開口部を露
出させるような寸法に構成されている。
【００１２】
　カバー７は、装填部２の上面のバリヤー材料と重なる側縁部８及び、装填部２の前面の
バリヤー材料と重なる側縁部９を有する。カバー７の下面には、縁部６、１２に隣接して
該カバーの下に位置するバリヤー材料と脱着可能に付着するための永久粘着性材料を供し
てもよい。これとは別に、永久粘着性材料を、カバー７と係合するようにバリヤー材料１
５上に設けてもよい。タブ１０は、少なくとも部分的に永久粘着性材料が塗布されず、バ
リヤー材料１５の前面に重なる。
【００１３】
　バリヤー材料１５は、例えば金属化プラスチックまたはプラスチック／金属箔ラミネー
トなどから作製してもよい。カバー７及び／またはタブ１０は、バリヤー材料１５と同じ
材料から作製してもよい。
【００１４】
　容器には窓１４が形成されている。窓１４は容器に設けられた開口部であり、本体３の
縁部１６と、これに隣接する蓋４の縁部１７との間に形成されている。窓１４は、本体３
を切り取って形成したもの、または本体３を凹形に形成したものであることが好ましい。
縁部１６は、蓋４に対向する本体３の周縁に沿って延びていると考えられるので、縁部１
６の形状は切り取りの形状によって決まる。切り取り部分は、窓１４の下方縁部及び両側
縁部を形成する。蓋４は、窓の上方縁部を形成するための直線縁部１７を有する。容器が
図１及び２に示すような直立状態にある時、縁部１６は、本体３の頂縁部であり、縁部１
７は蓋４の底縁部である。窓１４は、カバー７が取り出し開口部を覆う位置にある時、タ
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ブ１０の位置と一致するように配置される。タブ１０は、窓１４によって形成された空間
内に位置する。タブ１０は、蓋４が閉じている時であっても、窓１４から見える。
【００１５】
　窓１４は、容器の幅方向、すなわち容器の前面を水平方向に横切る長辺を有する長方形
であることが好ましい。窓１４の隅は丸められてもよい。タブ１０もまた、実質的に長方
形であり、隅が丸められ、水平方向に延びる長辺を有していることが好ましい。
【００１６】
　窓１４は、外側本体３の幅よりも短い距離を水平方向に延びることが好ましい。窓１４
は、タブ１０の幅よりも長い距離を水平方向に延びることが好ましい。窓１４の垂直方向
、すなわち、パッケージ１の長手方向の範囲は、タブ１０の垂直方向の範囲よりも大きい
ことが好ましい。窓１４の幅は１０ｍｍから８０ｍｍの間であることが好ましく、２０ｍ
ｍから５０ｍｍであることがより好ましく、約３０ｍｍであることがさらに好ましい。窓
１４はその垂直方向の範囲が、少なくとも３ｍｍであることが好ましく、３ｍｍから１５
ｍｍであることがより好ましい。
【００１７】
　タブ１０は、窓１４の領域内に完全に収まる形態であることが好ましい。それとは別に
、タブ１０の一部だけが、窓１４内に位置するものであってもよい。特に、カバー７から
遠い方の側のタブ１０の一部だけが、窓１４内に位置するものであってもよい。
【００１８】
　タブ１０は、ヒンジ式の蓋４が閉じられた時、窓内の空間に位置する。そのため、タブ
１０は、タブの下に位置するバリヤー材料１５に対して押圧されず、よって蓋が開いた時
に、消費者がタブ１０を容易に摘むことができる。窓１４は、タブが容器によって拘束さ
れないように、タブに位置合わせされた開口部である。容器は、タブ１０をその下に位置
するバリヤー材料に対して押圧しない。タブ１０の外面の全体、または少なくともその一
部及び好ましくはその重要な部分が、窓１４を介して見える。
【００１９】
　タブ１０の外面は、カバーの残り部分の外面と連続しており、さらに、バリヤー材料１
５の残りの部分とも連続することが好ましい。連続する表面というのは、縁部を介して延
びていない面である。タブ１０の外面は、タブ１０の内面と異なる表面であってもよい。
外面は、光沢のある仕上げ表面を有していてもよく、さらに内面は光沢のない仕上げ表面
を有していてもよい。カバー７及びバリヤー材料１５もまた、光沢のある仕上げが施され
た外面と、光沢のない仕上げが施された内面を有することが好ましい。タブ１０とカバー
７、さらに好ましくはバリヤー材料１５の外面が連続しているということは、それぞれの
仕上げ表面が外側を向いて、ユーザーが視認できることを意味する。外面が連続している
ということは、タブ１０及びカバー７の同じ側の面が、装填部２から見て外側に向いてい
ることを意味する。そのため、タブ１０は、別の面が外側に向くような、１８０度を越え
て折り畳まれない。タブ１０の外面は、窓１４を介して見えるロゴまたは文字を印刷して
もよい。
【００２０】
　タブ１０は、見えるように、または自由空間に位置するために窓１４内を延びている必
要はなく、またタブ１０は、窓１４及び本体３から独立して決められた向きに設けられて
もよく、その下に位置するバリヤー材料から間隔を開けて配置されてもよく、及び／また
はバリヤー材料に対して角度をつけて配置されてもよい。タブ１０は、その下に位置する
バリヤー材料１５に対して僅かな角度をつけて位置するように製造中に予め曲げられても
よい。その曲げ角度は、バリヤー材料に対して９０度以下であることが好ましく、４５度
未満であることがさらに好ましい。窓１４は、ヒンジ式の蓋４が閉じられ、パッケージ１
がユーザーに販売された時であっても、タブ１０の角度を維持できる自由空間を提供する
。
【００２１】
　それとは別に、またはそれに加えて、ある量の接着材料をタブ１０とその下に位置する
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バリヤー材料１５の間に塗布してもよい。接着剤は、タブ１０をユーザーが容易に摘める
ように、装填部２の表面からタブ１０が反るように設けられる。タブ１０は、点状に設け
た接着剤によって、バリヤー材料１５に対して角度をもって保持されてもよく、または、
バリヤー材料と平行に間隔をあけるように保持されてもよい。好適な接着剤は、バリヤー
材料１５に点状に塗布することのできる、ホットメルト接着剤である。タブ１０は、容器
の前面の外面を越えて延びないことが好ましい。これとは別に、タブ１０は、容器の前面
の外面を越えて延びてもよい。
【００２２】
　容器は、好ましくは厚紙またはそれと同様の折り畳み可能な材料のブランクから形成さ
れる。パッケージ１は、タブ１０が、その周囲の容器によって拘束されないように形成さ
れる。タブ１０は、ヒンジ式の蓋が閉じられた時、ユーザーから見え、ユーザーが触れる
ことができる。容器は、たとえばセロファンなどの取り外し可能な層で上包みしてもよい
。
【００２３】
　窓１４によって、タブ１０がバリヤー材料からなる容器に対して押圧されないので、タ
ブ１０を容易に摘むことができる。さらに、窓１４によって、タブをバリヤー材料に対し
て角度を自由につけることができ、またはバリヤー材料とは間隔をあけてタブを設けるこ
とができる。また、窓によって、ユーザーは容器を開ける前にタブ１０を見ることができ
る。
【００２４】
　紙巻きタバコを取り出すために、ユーザーは最初に蓋４を開ける。その後ユーザーは、
タブ１０を摘み、取り出し開口部を露出させるために、カバー７を引いて開ける。その後
ユーザーは、取り出し開口部を介して紙巻きタバコを取り出すことができる。パッケージ
１は、カバー７を閉じるためにバリヤー層１５の方にユーザーがタブ１０を引くことによ
って閉じられ、その後蓋４を閉じる。それとは別に、ユーザーは蓋とカバーを同時に開け
るためにタブ１０を引っ張ってもよい。
【００２５】
　容器は、２つの別個の閉鎖容器を含むものであってもよく、各閉鎖容器がその容量に応
じた数の紙巻きタバコを含んでいる。各閉鎖容器は、タブを有する独立したカバーを有す
る。これとは別に、容器は、それぞれがタブを有する２つの別個のカバーを有する単独の
閉鎖容器を含むものであってもよい。容器に設けられた１つの幅の広い窓が、両方のタブ
に位置合わせされるようにしてもよい。それとは別に、各タブに位置合わせされた２つの
別個の窓を容器に形成してもよい。
【００２６】
　ここまで窓は、外側本体の縁部１６を切り取ることによって形成されるものとして説明
してきたが、それとは別に、窓を蓋の下縁部１７を切り取った部分と本体の直線の上縁部
１６によって形成してもよい。さらにそれらとは別に、窓を外側本体の上縁部と蓋の下縁
部を切り取って形成してもよい。
【００２７】
　タブは、９０度未満の角度に折り畳まれると説明したが、それとは別に所望の角度に折
り畳んでもよい。タブは、約１８０度の角度に折り畳んでもよい。折り畳みは、ラベル／
カバーを貼り付ける時点で、または容器をさらに別の層で包む工程中に行ってもよい。例
えば、パックをタブ１０が１８０度折り曲げられた状態で（例えば、従来から知られてい
るセロファンなどで）上包みして、消費者がセロファンをはがした時にタブ１０にその下
に位置するバリヤー材料に対して角度が付けられ、消費者が簡単につかめるように容器か
ら突出するようにしてもよい。この点について詳しいことは、下記特許文献２に記載され
ている。
【００２８】
　窓１４は、蓋４と本体３の間に形成されるものとして説明してきだが、それとは別に、
窓を蓋４に完全に収まるような開口部として形成してもよい。窓の全ての周縁が、蓋によ
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って形成されることになる。その結果窓は、蓋４の下端部及び本体３の上端部から独立し
ている。それとは別に、窓全体を本体３に形成してもよい。蓋は、本体にヒンジ式に取り
付けられるものとして説明してきたが、あらゆる方法で本体に移動可能に取り付ることが
可能であり、特に、蓋はヒンジ式で無くてもよく、本体にスライド式に取り付けてもよい
。
【００２９】
　タブは、窓よりも小さい面積を有し、窓の幅よりも短い幅を有するものとして説明して
きたが、これとは別に、タブは窓の面積よりも大きい面積を有していてもよく、及び／ま
たはタブの水平方向の幅は窓の幅よりも大きくてもよく、及び／またはタブの高さが窓の
高さよりも大きくてもよい。
【００３０】
　窓１４は容器の前面に設けられるものとして説明してきたが、それとは別に、窓を容器
の側面に設けてもよく、または容器の背面に設けてもよい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３１】
【特許文献１】国際特許出願第ＷＯ９８／２２３６７号
【特許文献２】欧州特許第ＥＰ１１０２７１２号

【図１】 【図２】
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