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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】香りが脳に直接作用することで脳を若返らせる
というメディカル効果を実現できると共にアロマ液を染
み込ませたコットン球の収まりもよく、かつ、芳香の発
散通過も効果的なメディカルアロマ身装品ヘッドを提供
する。
【解決手段】透孔による彫刻を施した２個の籠状湾曲皿
体２３の縁２３ａ同士を衝合し、両縁２３ａが対応する
１箇所に設けた蝶番２４等により回動自在に開閉可能と
なり、一方の縁２３ａに留め金凸部２５ａを、他方の縁
２３ａに留め金凹部２５ｂを設けた籠状扁平球体ヘッド
２０であり、一方の籠状湾曲皿体２３の内側中央に第１
筒体２６を、他方の籠状湾曲皿体２３の内側中央に第２
筒体２７をそれぞれ内側に開口するように設け、第１筒
体２６の側方に透孔２８を形成し、第２筒体２７の上面
に透孔２９を形成し、水溶性アロマ液を染み込ませたコ
ットン球２１を第１筒体２６と第２筒体２７で構成する
筒体収納部３１に収めた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透孔による彫刻を施した２個の同形の籠状湾曲皿体の縁同士を衝合し、両縁が対応する
１箇所の位置に設けた蝶番等により回動自在に開閉可能となる２個の籠状湾曲皿体のうち
、一方の縁１カ所に留め金凸部１個を付設し、該留め金凸部に対応する他方の縁の位置に
留め金凹部１個を設けてなる開閉可能な籠状扁平球体ヘッドであり、一方の籠状湾曲皿体
の内側中央には内嵌になる第１筒体を、他方の籠状湾曲皿体の内側中央に前記筒体に施蓋
をする第２筒体をそれぞれ内側に開口するように設け、前記第１筒体には側方に透孔を形
成し、前記第２筒体には上面に籠状湾曲皿体の表側に通じる透孔を形成し、天然素材を低
温真空抽出法で抽出した水溶性アロマ液を染み込ませたコットン球をこれら第１筒体と第
２筒体で構成する筒体収納部に収めたことを特徴とするメディカルアロマ身装品ヘッド。
【請求項２】
　第１筒体底部にも籠状湾曲皿体の表側に通じる透孔を形成した請求項１記載のメディカ
ルアロマ身装品ヘッド。
【請求項３】
　籠状湾曲皿体に彫刻等を施し、彫刻等の模様によって多数の通気孔が扁平な籠状球体ヘ
ッドを貫通する請求項１または請求項２記載のメディカルアロマ身装品ヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メディカルアロマによる芳香を発することができるネックレス、ペンダント
、ブレスレット等の身装品ヘッドに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　アロマセラピーは大きく分けて、医療的な見地から発達したフランス系の「メディカル
・アロマセラピー」と、美容的側面の強い英国系のエステティック・アロマセラピー」が
ある。
【０００３】
　フランスやベルギーでは、アロマセラピーは長らく医療行為として認められてきた。そ
のため、精油は医薬品として扱われ、薬局でしか販売することができなかった。
【０００４】
　一方で我国では、エステティックサロンなどの美容分野からアロマセラピーは広まった
。そのため、精油は雑貨扱いされ、アロマセラピーそのものも、単なるリラクゼーション
の１つと認識されている。
【０００５】
　ところで、芳香をペンダント放つペンダントとして下記特許文献がある。
【特許文献１】特開平７－４７００４号公報
【０００６】
　ペンダント１３は図６、図７に示すように、１は背面に開口部２が形成された収納室３
を有するペンダント本体で、このペンダント本体１は多数の透孔４が形成された木葉状に
形成されるとともに、上部にチェーン５を取付けるリング状のチェーン取付部６が形成さ
れている。
【０００７】
　７は前記ペンダント本体１の開口部２を開閉する該ペンダント本体１に枢支ピン８によ
って開閉可能に取付けられた透孔４を有する開閉蓋で、この開閉蓋７の遊端部には開放時
の突片９と、前記ペンダント本体１の係合部と着脱可能に係合する係合片が形成されてい
る。
【０００８】
　１２は前記ペンダント本体１の収納室３内に収納された焼結合金等の多孔室材で形成さ
れた香発散体で、この香発散体１２にはリラックスさせたりする効果のあるフイトンチッ
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ト（商品名）等の芳香剤や消臭剤等の温度の上昇によって香りの発散量が増大する香剤が
含浸されている。
【０００９】
　前記構成のペンダント１３はチェーン５によって首よりぶら下げ、従来と同様に使用す
るが、首よりぶら下げることにより、ペンダント本体１の収納室３内に収納された香発散
体１２に体温が伝わり、該体温によって香りが効率よく発散される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　前記特許文献１のペンダントは、芳香（アロマ）については単なるリラクゼーションの
１つに過ぎない。
【００１１】
　また、香発散体は前記ペンダント本体の収納室内に収納されるが，ある程度の大きさが
ないと安定した収まりを得ることができない。しかも、この収納室はペンダント本体の大
部分を占めるので、ペンダント本体が必然的に大型のものとなり、ネックレスのヘッド等
装飾性の高いものに応用するには難がある。
【００１２】
　ペンダントでは、ネックレスループに吊り下げられたペンダントの位置はほとんどの場
合前胸部にあるため、着衣の形状或いは種類等（たとえば、レインコート、オーバー）に
よってペンダント自体が覆われ、芳香を放つ効果が少なくなる、又は効果が全然ない場合
など、芳香の効果が不安定となる問題点があった。
【００１３】
　本発明の目的は前記従来例の不都合を解消し、単なるリラクゼーション効果でなく、効
率的に体内へと吸い込まれるこの香りが脳にダイレクトに作用することで脳内の血流を増
やし脳を若返らせるというメディカル効果を実現できるとともに、コンパクトで、高級感
を与える身装品に相応しく、また、アロマ液を染み込ませたコットン球の収まりもよく、
かつ、芳香の発散通過も効果的なメディカルアロマ身装品ヘッドを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記目的を達成するため請求項１記載の本発明は、透孔による彫刻を施した２個の同形
の籠状湾曲皿体の縁同士を衝合し、両縁が対応する１箇所の位置に設けた蝶番等により回
動自在に開閉可能となる２個の籠状湾曲皿体のうち、一方の縁１カ所に留め金凸部１個を
付設し、該留め金凸部に対応する他方の縁の位置に留め金凹部１個を設けてなる開閉可能
な籠状扁平球体ヘッドであり、一方の籠状湾曲皿体の内側中央には内嵌になる第１筒体を
、他方の籠状湾曲皿体の内側中央に前記筒体に施蓋をする第２筒体をそれぞれ内側に開口
するように設け、前記第１筒体には側方に透孔を形成し、前記第２筒体には上面に籠状湾
曲皿体の表側に通じる透孔を形成し、天然素材を低温真空抽出法で抽出した水溶性アロマ
液を染み込ませたコットン球をこれら第１筒体と第２筒体で構成する筒体収納部に収めた
ことを要旨とするものである。
【００１５】
　請求項１記載の本発明によれば、２個の籠状湾曲皿体は開閉可能なものであり２個を衝
合させ１個の扁平な籠状球体ヘッドとなるが、この２個の籠状湾曲皿体は開閉すると同時
に筒体収納部を構成する第１筒体と蓋体としての第２筒体も開閉する。
【００１６】
　水溶性アロマ液を染み込ませたコットン球は筒体収納部に納まるので、２個の籠状湾曲
皿体に直接収める場合に比べて安定した状態で保持できる。
【００１７】
　また、水溶性アロマ液を染み込ませたコットン球からの芳香は筒体の側方に設けた透孔
から扁平な籠状球体ヘッドの内側にはいり、ここから籠状扁平球体ヘッドの外へ出て、ま
た、籠状湾曲皿体の透孔を介して、もしくは、蓋体に設けた透孔を介して直接籠状扁平球
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体ヘッドの外へ出て身体に及ぶ。
【００１８】
　天然素材を低温真空抽出法で抽出した水溶性アロマ液からの香りは、籠状扁平球体ヘッ
ドから効率的に体内へと吸い込まれ、脳にダイレクトに作用することで脳内の血流を増や
し脳を若返らせる効果がある。
【００１９】
　請求項２記載の本発明は、第２筒体底部にも籠状湾曲皿体の表側に通じる透孔を形成し
たことを要旨とするものである。
【００２０】
　請求項２記載の本発明によれば、水溶性アロマ液を染み込ませたコットン球からの香り
はさらにこの第２筒体底部の透孔からも籠状扁平球体ヘッドの外へ出て身体に及ばせるこ
とができ、多くの香りを放出することができる。
【００２１】
　請求項３記載の本発明は、籠状湾曲皿体に彫刻等を施し、彫刻等の模様によって多数の
通気孔が扁平な籠状球体ヘッドを貫通することを要旨とするものである。
【００２２】
　請求項３記載の本発明によれば、彫刻等の模様によって多数の通気孔が扁平な籠状球体
ヘッドを貫通するので形状はより芸術的になるものである。
【発明の効果】
【００２３】
　以上述べたように本発明のメディカルアロマ身装品ヘッドは、単なるリラクゼーション
効果でなく、効率的に体内へと吸い込まれるこの香りが脳にダイレクトに作用することで
脳内の血流を増やし脳を若返らせるというメディカル効果を実現できるとともに、コンパ
クトで、高級感を与える身装品に相応しく、また、アロマ液を染み込ませたコットン球の
収まりもよく、かつ、芳香の発散通過も効果的なものである。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明のメディカルアロマ身装品ヘッドの１実施形態を示す開いた状態の斜視図
である。
【図２】本発明のメディカルアロマ身装品ヘッドの１実施形態を示す開いた状態の部分拡
大斜視図である。
【図３】本発明のメディカルアロマ身装品ヘッドの１実施形態を示す正面図である。
【図４】本発明のメディカルアロマ身装品ヘッドの１実施形態を示すチェーンを取り付け
たネックレスヘッドとしての斜視図である。
【図５】本発明のメディカルアロマ身装品ヘッドの縦断側面図である。
【図６】従来例を示す正面図である。
【図７】従来例を示す背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面について本発明の実施例を詳細に説明する。図１、図２は本発明のメディカ
ルアロマ身装品ヘッドを開いた状態の斜視図で、本発明は開閉可能な籠状扁平球体ヘッド
２０とこの内部に収める天然素材を低温真空抽出法で抽出した水溶性アロマ液を染み込ま
せたコットン球２１とからなる。
【００２６】
　コットン（綿）球２１に、染み込ませる天然素材を低温真空抽出法で抽出した水溶性ア
ロマ液は、天然素材を日本で開発された低温真空抽出法と言う、これまでにない全く新し
い抽出技術を用いて丁寧に作られた最高級のセルエキストラクト（登録商標）（水溶性ア
ロマ液）を使用した。使用される柑橘系の香りは、臨床実験でも認知症への予防改善効果
が発表されている。
【００２７】
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　セルエキストラクト（登録商標）（水溶性アロマ液）を入れたアルミ製袋に、１ヶ月分
（３１個）の球状のコットンをつけ込んで染み込ませた最良の状態でパッケージ化したも
のを市販する。使用者はこの市販品を求めれば、装着する際の手間が容易になり、さらに
は性能の安定化とアロマ機能の強化を図ることが出来る。
【００２８】
　従来の製品の多くは、精油のみがボトリングされ販売されていて、ペンダント用に使用
する際は、使用者自身が、その製油をコットンやガーゼに染み込ませてペンダント等に装
着していた。この方法では染み込む精油の量が不均一になり性能にばらつきが出てしまう
可能性があったが、前記方法によりそれを解消できる。
【００２９】
　開閉可能な籠状扁平球体ヘッド２０は、全体の直径が２cm程度、また、厚さが５mm程度
の小さなもので、透孔２２による彫刻を施した２個の同形の籠状湾曲皿体２３の縁２３ａ
同士を衝合し、両縁２３ａが対応する１箇所の位置に設けた蝶番２４等により回動自在に
開閉可能となる。
【００３０】
　開閉可能な籠状扁平球体ヘッド２０は、プラチナ合金、金合金、その他の貴金属で形成
することで宝飾品となり、籠状湾曲皿体２３に施した彫刻等の模様によって多数の通気孔
が扁平な籠状扁平球体ヘッド２０を貫通するものとなる。
【００３１】
　前記２個の籠状湾曲皿体２３のうち、一方の縁２３ａの１カ所に留め金凸部２５ａを１
個付設し、該留め金凸部２５ａに対応する他方の縁２３ａの位置に留め金凹部２５ｂを１
個設けた。
【００３２】
　さらに、一方の籠状湾曲皿体２３の内側中央には内嵌になる第１筒体２６を、他方の籠
状湾曲皿体２３の内側中央に前記筒体２６に施蓋をする第２筒体２７をそれぞれ籠状湾曲
皿体２３の内側に開口するように設ける。
【００３３】
　これら第１筒体２６と第２筒体２７の径は４～７mm程度で、双方で嵌合し、前記天然素
材を低温真空抽出法で抽出した水溶性アロマ液を染み込ませたコットン球２１を収める筒
体収納部３１を構成する。
【００３４】
　さらに、前記第１筒体２６には側方に小円の透孔２８を周方向に間隔を存して形成し、
前記第２筒体２７には上面に籠状湾曲皿体２３の表側に通じる透孔２９を形成した。
【００３５】
　前記第１筒体２６の底部にも籠状湾曲皿体２３の表側に通じる透孔３０を形成する。
【００３６】
　なお、装飾性を高めるため第２筒体２７の裏側、すなわち、籠状湾曲皿体２３の表側中
央にダイヤ等の宝石３２を埋め込み、前記透孔２９はこの宝石３２を囲むように配列され
る。
【００３７】
　前記２個の籠状湾曲皿体２３のうち、一方の縁２３ａの１カ所にチェーン３４を取付け
るリング状のチェーン取付部３３を形成した。
【００３８】
　次に使用法について説明する。２個の籠状湾曲皿体２３は開閉可能なものであり２個を
衝合させ１個の扁平な籠状扁平球体ヘッド２０となるので、これをチェーン３４で吊支す
れば、ネックレスヘッドとなる。
【００３９】
　２個の籠状湾曲皿体２３は開閉すると、同時に筒体収納部３１を構成する第１筒体２６
と蓋体としての第２筒体２７も開閉する。
【００４０】
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　そこで、開いた第１筒体２６と蓋体としての第２筒体２７内に、水溶性アロマ液を染み
込ませたコットン球２１を納める。
【００４１】
　２個の籠状湾曲皿体２３を閉じて筒体収納部３１にコットン球２１を納めると、２個の
籠状湾曲皿体２３に直接収める場合に比べてコットン球２１は動くことなく安定した状態
で保持できる。
【００４２】
　そして、水溶性アロマ液を染み込ませたコットン球２１からの芳香は第１筒体２６の側
方に設けた透孔２８から出て扁平な籠状扁平球体ヘッド２０内に入り、さらに透孔２２か
ら籠状扁平球体ヘッド２０の外側にでるものと、透孔２９や透孔３０から直接籠状扁平球
体ヘッド２０の外側にでるものとの２通りの流れになり、身体に及ぶ。
【００４３】
　特にネックレスヘッドの場合は籠状扁平球体ヘッド２０は首もしくは首の直下に位置し
、着衣の形状或いは種類等（たとえば、レインコート、オーバー）によってネックレスヘ
ッドが覆われてしまうことはない。
【００４４】
　籠状扁平球体ヘッド２０から効率的に体内へと吸い込まれるこの香りは、脳にダイレク
トに作用することで脳内の血流を増やし脳を若返らせる効果がある。現代の医療では認知
症にかかってしまうと、その抜本的な治療法は確立されていないが、アロマセラピーを用
いた実験では、実際に中程度の認知症患者を対象としたその効果が証明されている。
【００４５】
　認知症に効果がある柑橘系の香り（朝と昼に使用）には交感神経の働きを活発にする作
用があり、大脳の血管が拡張され脳血流が増えると考えられている。
【００４６】
　血流（栄養）が脳にいくことでやる気が出て認知症の予防・改善につながると推察され
る。
【００４７】
　ジャスミンの香りは副交感神経を優位にし、不眠改善や不安軽減を促すと考えられる。
【００４８】
　以上述べた実施形態においては、ネックレスヘッドの例について説明したが、ブレスレ
ットヘッドやイアリングヘッド、もしくはティンクルヘッドとして籠状球体ヘッドを使用
することもできる。
【符号の説明】
【００４９】
１…ペンダント本体　　　　　　２…開口部
３…収納室、　　　　　　　　　４…透孔
５…チェーン　　　　　　　　　６…チェーン取付部
７…開閉蓋、　　　　　　　　　８…枢支ピン
９…突片、　　　　　　　　　　１２…香発散体
１３…ペンダント　　　　　　　２０…籠状扁平球体ヘッド
２１…水溶性アロマ液を染み込ませたコットン球
２２…透孔　　　　　　　　　　２３…籠状湾曲皿体
２３ａ…縁　　　　　　　　　　２４…蝶番
２５ａ…留め金凸部　　　　　　２５ｂ…留め金凹部
２６…第１筒体　　　　　　　　２７…第２筒体
２８…透孔　　　　　　　　　　２９…透孔
３０…透孔　　　　　　　　　　３１…筒体収納部
３２…宝石　　　　　　　　　　３３…チェーン取付部
３４…チェーン
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成31年3月28日(2019.3.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メディカルアロマによる芳香を発することができるネックレス、ペンダント
、ブレスレット等の身装品ヘッドに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　アロマセラピーは大きく分けて、医療的な見地から発達したフランス系の「メディカル
・アロマセラピー」と、美容的側面の強い英国系のエステティック・アロマセラピー」が
ある。
【０００３】
　フランスやベルギーでは、アロマセラピーは長らく医療行為として認められてきた。そ
のため、精油は医薬品として扱われ、薬局でしか販売することができなかった。
【０００４】
　一方で我国では、エステティックサロンなどの美容分野からアロマセラピーは広まった
。そのため、精油は雑貨扱いされ、アロマセラピーそのものも、単なるリラクゼーション
の１つと認識されている。
【０００５】
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　ところで、芳香をペンダント放つペンダントとして下記特許文献がある。
【特許文献１】特開平７－４７００４号公報
【０００６】
　ペンダント１３は図６、図７に示すように、１は背面に開口部２が形成された収納室３
を有するペンダント本体で、このペンダント本体１は多数の透孔４が形成された木葉状に
形成されるとともに、上部にチェーン５を取付けるリング状のチェーン取付部６が形成さ
れている。
【０００７】
　７は前記ペンダント本体１の開口部２を開閉する該ペンダント本体１に枢支ピン８によ
って開閉可能に取付けられた透孔４を有する開閉蓋で、この開閉蓋７の遊端部には開放時
の突片９と、前記ペンダント本体１の係合部と着脱可能に係合する係合片が形成されてい
る。
【０００８】
　１２は前記ペンダント本体１の収納室３内に収納された焼結合金等の多孔室材で形成さ
れた香発散体で、この香発散体１２にはリラックスさせたりする効果のあるフイトンチッ
ト（商品名）等の芳香剤や消臭剤等の温度の上昇によって香りの発散量が増大する香剤が
含浸されている。
【０００９】
　前記構成のペンダント１３はチェーン５によって首よりぶら下げ、従来と同様に使用す
るが、首よりぶら下げることにより、ペンダント本体１の収納室３内に収納された香発散
体１２に体温が伝わり、該体温によって香りが効率よく発散される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　前記特許文献１のペンダントは、芳香（アロマ）については単なるリラクゼーションの
１つに過ぎない。
【００１１】
　また、香発散体は前記ペンダント本体の収納室内に収納されるが，ある程度の大きさが
ないと安定した収まりを得ることができない。しかも、この収納室はペンダント本体の大
部分を占めるので、ペンダント本体が必然的に大型のものとなり、ネックレスのヘッド等
装飾性の高いものに応用するには難がある。
【００１２】
　ペンダントでは、ネックレスループに吊り下げられたペンダントの位置はほとんどの場
合前胸部にあるため、着衣の形状或いは種類等（たとえば、レインコート、オーバー）に
よってペンダント自体が覆われ、芳香を放つ効果が少なくなる、又は効果が全然ない場合
など、芳香の効果が不安定となる問題点があった。
【００１３】
　本発明の目的は前記従来例の不都合を解消し、単なるリラクゼーション効果でなく、効
率的に体内へと吸い込まれるこの香りが脳にダイレクトに作用することで脳内の血流を増
やし脳を若返らせるというメディカル効果を実現できるとともに、コンパクトで、高級感
を与える身装品に相応しく、また、アロマ液を染み込ませたコットン球の収まりもよく、
かつ、芳香の発散通過も効果的なメディカルアロマ身装品ヘッドを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記目的を達成するため請求項１記載の本発明は、透孔による彫刻を施した２個の同形
の籠状湾曲皿体の縁同士を衝合し、両縁が対応する１箇所の位置に設けた蝶番等により回
動自在に開閉可能となる２個の籠状湾曲皿体のうち、一方の縁１カ所に留め金凸部１個を
付設し、該留め金凸部に対応する他方の縁の位置に留め金凹部１個を設けてなる開閉可能
な籠状扁平球体ヘッドであり、籠状湾曲皿体に彫刻等を施し、彫刻等の模様によって多数
の通気孔が扁平な籠状球体ヘッドを貫通させ、一方の籠状湾曲皿体の内側中央には内嵌に



(10) JP 2019-107257 A 2019.7.4

なる第１筒体を、他方の籠状湾曲皿体の内側中央に前記筒体に施蓋をする第２筒体をそれ
ぞれ内側に開口するように設け、前記第１筒体には側方に透孔を形成し、第１筒体底部に
も籠状湾曲皿体の表側に通じる透孔を形成し、前記第２筒体には上面に籠状湾曲皿体の表
側に通じる透孔を形成し、天然素材を低温真空抽出法で抽出した水溶性アロマ液を染み込
ませたコットン球をこれら第１筒体と第２筒体で構成する筒体収納部に収めたことを要旨
とするものである。
【００１５】
　請求項１記載の本発明によれば、２個の籠状湾曲皿体は開閉可能なものであり２個を衝
合させ１個の扁平な籠状球体ヘッドとなるが、この２個の籠状湾曲皿体は開閉すると同時
に筒体収納部を構成する第１筒体と蓋体としての第２筒体も開閉する。
【００１６】
　水溶性アロマ液を染み込ませたコットン球は筒体収納部に納まるので、２個の籠状湾曲
皿体に直接収める場合に比べて安定した状態で保持できる。
【００１７】
　また、水溶性アロマ液を染み込ませたコットン球からの芳香は筒体の側方に設けた透孔
から扁平な籠状球体ヘッドの内側にはいり、ここから籠状扁平球体ヘッドの外へ出て、ま
た、籠状湾曲皿体の透孔を介して、もしくは、蓋体に設けた透孔を介して直接籠状扁平球
体ヘッドの外へ出て身体に及ぶ。
【００１８】
　天然素材を低温真空抽出法で抽出した水溶性アロマ液からの香りは、籠状扁平球体ヘッ
ドから効率的に体内へと吸い込まれ、脳にダイレクトに作用することで脳内の血流を増や
し脳を若返らせる効果がある。
【００１９】
　さらに、水溶性アロマ液を染み込ませたコットン球からの香りはさらにこの第２筒体底
部の透孔からも籠状扁平球体ヘッドの外へ出て身体に及ばせることができ、多くの香りを
放出することができる。
【００２０】
　また、彫刻等の模様によって多数の通気孔が扁平な籠状球体ヘッドを貫通するので形状
はより芸術的になるものである。
【発明の効果】
【００２１】
　以上述べたように本発明のメディカルアロマ身装品ヘッドは、単なるリラクゼーション
効果でなく、効率的に体内へと吸い込まれるこの香りが脳にダイレクトに作用することで
脳内の血流を増やし脳を若返らせるというメディカル効果を実現できるとともに、コンパ
クトで、高級感を与える身装品に相応しく、また、アロマ液を染み込ませたコットン球の
収まりもよく、かつ、芳香の発散通過も効果的なものである。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明のメディカルアロマ身装品ヘッドの１実施形態を示す開いた状態の斜視図
である。
【図２】本発明のメディカルアロマ身装品ヘッドの１実施形態を示す開いた状態の部分拡
大斜視図である。
【図３】本発明のメディカルアロマ身装品ヘッドの１実施形態を示す正面図である。
【図４】本発明のメディカルアロマ身装品ヘッドの１実施形態を示すチェーンを取り付け
たネックレスヘッドとしての斜視図である。
【図５】本発明のメディカルアロマ身装品ヘッドの縦断側面図である。
【図６】従来例を示す正面図である。
【図７】従来例を示す背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
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　以下、図面について本発明の実施例を詳細に説明する。図１、図２は本発明のメディカ
ルアロマ身装品ヘッドを開いた状態の斜視図で、本発明は開閉可能な籠状扁平球体ヘッド
２０とこの内部に収める天然素材を低温真空抽出法で抽出した水溶性アロマ液を染み込ま
せたコットン球２１とからなる。
【００２４】
　コットン（綿）球２１に、染み込ませる天然素材を低温真空抽出法で抽出した水溶性ア
ロマ液は、天然素材を日本で開発された低温真空抽出法と言う、これまでにない全く新し
い抽出技術を用いて丁寧に作られた最高級のセルエキストラクト（登録商標）（水溶性ア
ロマ液）を使用した。使用される柑橘系の香りは、臨床実験でも認知症への予防改善効果
が発表されている。
【００２５】
　セルエキストラクト（登録商標）（水溶性アロマ液）を入れたアルミ製袋に、１ヶ月分
（３１個）の球状のコットンをつけ込んで染み込ませた最良の状態でパッケージ化したも
のを市販する。使用者はこの市販品を求めれば、装着する際の手間が容易になり、さらに
は性能の安定化とアロマ機能の強化を図ることが出来る。
【００２６】
　従来の製品の多くは、精油のみがボトリングされ販売されていて、ペンダント用に使用
する際は、使用者自身が、その製油をコットンやガーゼに染み込ませてペンダント等に装
着していた。この方法では染み込む精油の量が不均一になり性能にばらつきが出てしまう
可能性があったが、前記方法によりそれを解消できる。
【００２７】
　開閉可能な籠状扁平球体ヘッド２０は、全体の直径が２cm程度、また、厚さが５mm程度
の小さなもので、透孔２２による彫刻を施した２個の同形の籠状湾曲皿体２３の縁２３ａ
同士を衝合し、両縁２３ａが対応する１箇所の位置に設けた蝶番２４等により回動自在に
開閉可能となる。
【００２８】
　開閉可能な籠状扁平球体ヘッド２０は、プラチナ合金、金合金、その他の貴金属で形成
することで宝飾品となり、籠状湾曲皿体２３に施した彫刻等の模様によって多数の通気孔
が扁平な籠状扁平球体ヘッド２０を貫通するものとなる。
【００２９】
　前記２個の籠状湾曲皿体２３のうち、一方の縁２３ａの１カ所に留め金凸部２５ａを１
個付設し、該留め金凸部２５ａに対応する他方の縁２３ａの位置に留め金凹部２５ｂを１
個設けた。
【００３０】
　さらに、一方の籠状湾曲皿体２３の内側中央には内嵌になる第１筒体２６を、他方の籠
状湾曲皿体２３の内側中央に前記筒体２６に施蓋をする第２筒体２７をそれぞれ籠状湾曲
皿体２３の内側に開口するように設ける。
【００３１】
　これら第１筒体２６と第２筒体２７の径は４～７mm程度で、双方で嵌合し、前記天然素
材を低温真空抽出法で抽出した水溶性アロマ液を染み込ませたコットン球２１を収める筒
体収納部３１を構成する。
【００３２】
　さらに、前記第１筒体２６には側方に小円の透孔２８を周方向に間隔を存して形成し、
前記第２筒体２７には上面に籠状湾曲皿体２３の表側に通じる透孔２９を形成した。
【００３３】
　前記第１筒体２６の底部にも籠状湾曲皿体２３の表側に通じる透孔３０を形成する。
【００３４】
　なお、装飾性を高めるため第２筒体２７の裏側、すなわち、籠状湾曲皿体２３の表側中
央にダイヤ等の宝石３２を埋め込み、前記透孔２９はこの宝石３２を囲むように配列され
る。
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【００３５】
　前記２個の籠状湾曲皿体２３のうち、一方の縁２３ａの１カ所にチェーン３４を取付け
るリング状のチェーン取付部３３を形成した。
【００３６】
　次に使用法について説明する。２個の籠状湾曲皿体２３は開閉可能なものであり２個を
衝合させ１個の扁平な籠状扁平球体ヘッド２０となるので、これをチェーン３４で吊支す
れば、ネックレスヘッドとなる。
【００３７】
　２個の籠状湾曲皿体２３は開閉すると、同時に筒体収納部３１を構成する第１筒体２６
と蓋体としての第２筒体２７も開閉する。
【００３８】
　そこで、開いた第１筒体２６と蓋体としての第２筒体２７内に、水溶性アロマ液を染み
込ませたコットン球２１を納める。
【００３９】
　２個の籠状湾曲皿体２３を閉じて筒体収納部３１にコットン球２１を納めると、２個の
籠状湾曲皿体２３に直接収める場合に比べてコットン球２１は動くことなく安定した状態
で保持できる。
【００４０】
　そして、水溶性アロマ液を染み込ませたコットン球２１からの芳香は第１筒体２６の側
方に設けた透孔２８から出て扁平な籠状扁平球体ヘッド２０内に入り、さらに透孔２２か
ら籠状扁平球体ヘッド２０の外側にでるものと、透孔２９や透孔３０から直接籠状扁平球
体ヘッド２０の外側にでるものとの２通りの流れになり、身体に及ぶ。
【００４１】
　特にネックレスヘッドの場合は籠状扁平球体ヘッド２０は首もしくは首の直下に位置し
、着衣の形状或いは種類等（たとえば、レインコート、オーバー）によってネックレスヘ
ッドが覆われてしまうことはない。
【００４２】
　籠状扁平球体ヘッド２０から効率的に体内へと吸い込まれるこの香りは、脳にダイレク
トに作用することで脳内の血流を増やし脳を若返らせる効果がある。現代の医療では認知
症にかかってしまうと、その抜本的な治療法は確立されていないが、アロマセラピーを用
いた実験では、実際に中程度の認知症患者を対象としたその効果が証明されている。
【００４３】
　認知症に効果がある柑橘系の香り（朝と昼に使用）には交感神経の働きを活発にする作
用があり、大脳の血管が拡張され脳血流が増えると考えられている。
【００４４】
　血流（栄養）が脳にいくことでやる気が出て認知症の予防・改善につながると推察され
る。
【００４５】
　ジャスミンの香りは副交感神経を優位にし、不眠改善や不安軽減を促すと考えられる。
【００４６】
　以上述べた実施形態においては、ネックレスヘッドの例について説明したが、ブレスレ
ットヘッドやイアリングヘッド、もしくはティンクルヘッドとして籠状球体ヘッドを使用
することもできる。
【符号の説明】
【００４７】
１…ペンダント本体　　　　　　２…開口部
３…収納室　　　　　　　　　　４…透孔
５…チェーン　　　　　　　　　６…チェーン取付部
７…開閉蓋　　　　　　　　　　８…枢支ピン
９…突片　　　　　　　　　　　１２…香発散体
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１３…ペンダント　　　　　　　２０…籠状扁平球体ヘッド
２１…水溶性アロマ液を染み込ませたコットン球
２２…透孔　　　　　　　　　　２３…籠状湾曲皿体
２３ａ…縁　　　　　　　　　　２４…蝶番
２５ａ…留め金凸部　　　　　　２５ｂ…留め金凹部
２６…第１筒体　　　　　　　　２７…第２筒体
２８…透孔　　　　　　　　　　２９…透孔
３０…透孔　　　　　　　　　　３１…筒体収納部
３２…宝石　　　　　　　　　　３３…チェーン取付部
３４…チェーン
【手続補正２】
【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】
　透孔による彫刻を施した２個の同形の籠状湾曲皿体の縁同士を衝合し、両縁が対応する
１箇所の位置に設けた蝶番等により回動自在に開閉可能となる２個の籠状湾曲皿体のうち
、一方の縁１カ所に留め金凸部１個を付設し、該留め金凸部に対応する他方の縁の位置に
留め金凹部１個を設けてなる開閉可能な籠状扁平球体ヘッドであり、籠状湾曲皿体に彫刻
等を施し、彫刻等の模様によって多数の通気孔が扁平な籠状球体ヘッドを貫通させ、一方
の籠状湾曲皿体の内側中央には内嵌になる第１筒体を、他方の籠状湾曲皿体の内側中央に
前記筒体に施蓋をする第２筒体をそれぞれ内側に開口するように設け、前記第１筒体には
側方に透孔を形成し、第１筒体底部にも籠状湾曲皿体の表側に通じる透孔を形成し、前記
第２筒体には上面に籠状湾曲皿体の表側に通じる透孔を形成し、天然素材を低温真空抽出
法で抽出した水溶性アロマ液を染み込ませたコットン球をこれら第１筒体と第２筒体で構
成する筒体収納部に収めたことを特徴とするメディカルアロマ身装品ヘッド。
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