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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビニール袋のゴミ袋又はエチケット袋である内包袋が複数枚折り畳まれ、上下の内包袋
と重畳された状態で積層されるとともに、この積層された内包袋が内包袋収容体の外袋の
内側に収容された携帯用内包袋収容体において、前記内包袋の折り畳まれた上側端部は、
上側に重ね合わされる内包袋の下側端部の上の隙間に挟まれ、前記上側端部を備える内包
袋の下側端部は下側に重ね合わされる内包袋の上側端部の下の隙間に挟まれ重畳されて、
積層された状態で、内包袋収容体の外袋に収容されているとともに、前記内包袋収容体の
外袋は、平面視矩形状を為し、長手方向の中間部に短手方向に平行なスリット状の内包袋
取り出し口が端から端まで設けられ、かつ外袋の前記内包袋取り出し口のある面に滑りを
悪くする素材を貼り付けられていて、内包袋収容体の外袋から常時１枚のみ出るのが、内
包袋の開口部となるように、蛇腹状に折り畳んで重畳し積層した内包袋を内包袋収容体の
外袋に収容し、その内包袋収容体の外袋から常時１枚のみ出ているのが内包袋の開口部と
なるように収容し、前記内包袋収容体の外袋の短手側側縁の中央に、蛍光テープなどの反
射材の上に滑り止めが貼られた滑り止め付ストラップを付け、かつ外袋の前記内包袋取り
出し口のある面の外側に網状の滑り止めや板状のゴム等の前記滑りを悪くする素材を貼り
付けられた部分と、蛍光テープなどの反射材の上に滑り止めが貼られた前記滑り止め付ス
トラップの滑り止めの間で、内包袋収容体の外袋に沿って内包袋の一部が常時１枚のみ出
ている内包袋の開口部の口の部分を挟み擦ることで、内包袋の開口部の口を容易に開ける
ことができ、内包袋の開口部の口が開いた状態で内包袋収容体の外袋から、内包袋を簡単
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に取り出すことができることを特徴とする携帯用内包袋収容体。
【請求項２】
　ビニール袋のゴミ袋又はエチケット袋である内包袋が複数枚折り畳まれ、上下の内包袋
と重畳された状態で積層されるとともに、この積層された内包袋が内包袋収容体の外袋の
内側に収容された携帯用内包袋収容体において、前記内包袋の折り畳まれた上側端部は、
上側に重ね合わされる内包袋の下側端部の上の隙間に挟まれ、前記上側端部を備える内包
袋の下側端部は下側に重ね合わされる内包袋の上側端部の下の隙間に挟まれ重畳されて、
積層された状態で、内包袋収容体の外袋に収容されているとともに、前記内包袋収容体の
外袋は、平面視矩形状を為し、長手方向の中間部に短手方向に平行なスリット状の内包袋
取り出し口が設けられ、かつ外袋の短手側側縁を開閉自由として内包袋の補充を可能とし
た内包袋収容体に於ける複数枚の内包袋を内包袋収容体の外袋に収容する為の内包袋収容
用ガイドであって、１枚の帯板状の板材を折り返して、その第１面部と第２面部とを有す
る形体から成り、第１面部の外側の端部と第２面部の外側の端部には、指逃し用凹部が設
けられ、反対側には舌状の引き抜き片部を有することを特徴とする内包袋収容用ガイド。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゴミ袋やエチケット袋等の内包袋を便利に取り出しやすく携帯する事を可能
とした、内包袋収容体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　犬の散歩での糞尿の後処理や、幼児を伴った外出時の使用済オムツの後処理等にビニー
ル袋やエチケット袋等が広く使用されている。外出時にビニール袋やエチケット袋等を数
枚、または市販のビニール袋を購入した状態で、そのまま鞄等に入れて外出する事が主流
であった。携帯を考慮したゴミ袋もある（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１４２９３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　犬の散歩での糞尿の後処理や幼児を伴った外出時での使用済オムツの後処理用にビニー
ル袋やエチケット袋等を使用する時、特に犬の散歩では急に道路の淵で糞尿の後処理をす
る事があり、片手で犬のリードを持ちながら、もう一方の手で素早く糞尿の後処理用のビ
ニール袋やエチケット袋等を鞄から取り出さないといけないが、鞄の中にまるめて入れた
場合、鞄に手を入れて手探りで糞尿の後処理用のビニール袋やエチケット袋等を取り出す
事になり、さらに、取り出そうと鞄を開けた時にまるめて入れたビニール袋やエチケット
袋等が風で鞄の中から飛ばされる事もある。
【０００５】
  市販のビニール袋を購入した状態でそのまま携帯した場合は、取り出す時に両手で外袋
に収容されているビニール袋を外袋から取り出さなければならず、１枚取り出すつもりが
、２枚とか３枚の複数枚のビニール袋が収容されている外袋から纏まって出ることがある
。
【０００６】
　早朝や夕方等の周囲が暗い時に道路の淵に蹲って糞尿の処理をするのは車の運転手から
分かりにくく非情に危険であり、素早く糞尿の後処理用袋を取り出し、糞尿の後処理をす
る必要があるが、ビニール袋等を鞄に入れて持ち歩く時、鞄の内容物の下敷きになり、あ
わててビニール袋等を探そうとすると余計に分かり難くなる。
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【０００７】
　また、ロール状に巻かれているゴミ袋を携帯した場合、一枚毎に切り離して使用するが
、切り離す箇所が分かりづらく、かつ、両手を使用して力を入れて切り離さないと切り離
しづらい。
【０００８】
　さらに取り出したビニール袋を使用するため、ビニール袋の開口部の口を開けようとし
ても、ビニール袋の開口部の口の部分が密着していて、開けづらい。特に高齢者の場合な
どは、指先の保湿状態が良くない方をよく見かける。その場合、取り出したビニール袋の
開口部を両手で挟み、擦り合せて開けようとするが、とても苦労している方をよく見かけ
る。
【０００９】
　このように、犬の散歩での糞尿の後処理等では、片手で犬のリードを持ちながら、もう
一方の手で糞尿の後処理に使用するビニール袋やエチケット袋等を取り出す必要があるが
、特許文献１記載の技術の場合、市販のビニール袋を収容している外袋から取り出す時の
穴、又はスリットから外袋の中に指を入れて１枚だけ取り出すのと同様に、鞄等に収容し
ている包袋の中央部分の取り出し口より袋体をつまみ引き抜かなくてはならないので、片
手では取り出し難い。
【００１０】
　本発明は上記課題を解決するために成されたものであり、ゴミ袋やエチケット袋等の内
包袋を使用者が、容易に取り出す事ができるようにした、内包袋収容体を提供するもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために請求項１に係る本発明として、ビニール袋のゴミ袋又はエチ
ケット袋である内包袋が複数枚折り畳まれ、上下の内包袋と重畳された状態で積層される
とともに、この積層された内包袋が内包袋収容体の外袋の内側に収容された携帯用内包袋
収容体において、前記内包袋の折り畳まれた上側端部は、上側に重ね合わされる内包袋の
下側端部の上の隙間に挟まれ、前記上側端部を備える内包袋の下側端部は下側に重ね合わ
される内包袋の上側端部の下の隙間に挟まれ重畳されて、積層された状態で、内包袋収容
体の外袋に収容し、一枚だけ確実に取り出せるようにし、一枚取り出した後は、次の一枚
が確実に取り出せるように内包袋を内包袋収容体の外袋に収容している。
 
【００１２】
　さらに、前記内包袋収容体の外袋は平面視矩形状を為し、長手方向の中間部には短手方
向に平行なスリット状の内包袋取り出し口を設け、内包袋収容体の外袋の長辺でなく短辺
をスリットする事により、その短辺から取り出す内包袋の一部を常時出した状態で、鞄等
に入れた状態でも、鞄の内容物にあたって不用意に内包袋が内包袋収容体の外袋から出に
くくしている。
【００１３】
　前記内包袋収容体の外袋の、短手側側縁を開閉自由として内包袋の補充を可能とし、そ
の短手側側縁の中央に穴を開け、紐やストラップ等をその穴に通すことにより、内包袋を
確実に内容袋収容体の外袋に収容するとともに、その紐やストラップ等で携帯する鞄等に
簡単に取り付けられるようにした。
【００１４】
  さらに、前記内包袋収容体の外袋の、短辺のスリットを、端から端までスリットするこ
とにより、ボックスティッシュのように、収容しているボックスティッシュケースの中心
の一部が取り出し口として空いた状態のように、ティッシュがボックスティッシュケース
と、ほぼ直角に出ることがなく、内包袋収容体の外袋に沿って内包袋の一部が常時１枚の
み出ている状態とし、鞄等に入れた状態でも、鞄の内容物にあたって不用意に内包袋が内
包袋収容体の外袋から出にくくしている。
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【００１５】
　前記のように、内包袋収容体の外袋に沿って重畳され積層された状態の内包袋の一部が
常時１枚のみ出ている状態としたことにより、使用者が容易に内包袋を確実に一枚だけ取
り出す事が可能となり、さらに取り出した後は、次の内包袋が内包袋収容体の外袋のスリ
ットより出るため、使用者は連続して確実に次の内包袋を取り出す事が可能となるように
した。
【００１６】
　携帯の方法によっては内包袋収容体の外袋のスリット側の面と反対側の面にマジックテ
ープ（登録商標）等を貼り固定できるようにすることで、固定した物の常に同じ位置から
内包袋収容体の外袋に収容されている内包袋を、容易に取り出す事が可能となるようにし
た。
【００１７】
　さらに、前記内包袋収容体の外袋のスリットの周辺に蛍光テープ等の光に反射する反射
材を貼ったり、内包袋収容体の外袋の短手側側縁の中央に開いた穴に、ＬＥＤライト等の
光を発光する、または、光を反射するような小物付のストラップ等を取り付けることで、
夜間でも内包袋収容体の外袋から内包袋の取り出しを容易にするとともに、犬の散歩等で
道路の淵に蹲って糞尿の後処理をしていても、反射材やＬＥＤライトにより、車の運転手
に早く道路淵の人の存在を認識させることができるようにした。
【００１８】
  さらに、前記内包袋収容体の外袋の外側に網状の滑り止めや板状のゴム等の滑りを悪く
する素材を貼り付けることにより、取り出した内包袋を、その網状の滑り止めや板状のゴ
ム等の滑りを悪くする素材の上で、擦ることにより、内包袋の開口部の口を容易に開ける
ことを可能とした。
 
【００１９】
　さらに、前記内包袋収容体の外袋の短手側側縁の中央に開いた穴に、蛍光テープなどの
反射材等の上に滑り止めが貼られた滑り止め付ストラップを付けることにより、高齢者に
良く見受けられる指先の保湿状態がよくない場合で、指先だけでビニール袋の開口部の口
が開けられない時も、前記内包袋収容体の外袋に網状の滑り止めや板状のゴム等の滑りを
悪くする素材を貼り付けられた部分と、蛍光テープなどの反射材等の上に滑り止めが貼ら
れた滑り止め付ストラップの滑り止めの間に、取り出した内包袋の開口部の口を挟み、数
回（通常１から３回）擦る事で容易に内包袋の開口部の口を開けることを可能とした。
【００２０】
　さらに、前記内包袋収容体の外袋に収容する内包袋を、最終的に英字のＶ字型に折り畳
んで重畳し積層した内包袋を、内包袋収容体の外袋に収容した場合の、内包袋収容体の外
袋に沿って内包袋の一部が常時１枚のみ出ている部分は折り畳まれた内包袋の開口部でな
く、内包袋の開口部の口は内包袋収容体の外袋の中に収容されており、常時外に出ている
部分が、内包袋の開口部ではないので、内包袋を衛生的に携帯することを可能としている
。
【００２１】
  上記のように内包袋を、最終的に英字のＶ字型に折り畳んで重畳し積層し、内包袋収容
体の外袋に収容した場合、内包袋収容体の外袋に沿って内包袋の一部が常時１枚のみ出て
いる部分は、内包袋の開口部ではない為、前記に示した内包袋収容体の外袋の外側に網状
の滑り止めや板状のゴム等の滑りを悪くする素材を貼り付けられた部分と、蛍光テープな
どの反射材等の上に滑り止めが貼られた滑り止め付ストラップの滑り止めの間で、内包袋
収容体の外袋に沿って内包袋の一部が常時１枚のみ出ている部分を挟み擦っても、内包袋
の開口部の口を開けることはできない。
　
【００２２】
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  そこで、前記内包袋収容体の外袋から常時１枚のみ出るのが、内包袋の開口部となるよ
うに、英字のＷ字型のような蛇腹状に折り畳んで重畳し積層した内包袋を内包袋収容体の
外袋に収容し、その内包袋収容体の外袋から常時１枚のみ出ているのが内包袋の開口部と
なるようにし、前記に示した内包袋収容体の外袋の外側に網状の滑り止めや板状のゴム等
の滑りを悪くする素材を貼り付けられた部分と、蛍光テープなどの反射材等の上に滑り止
めが貼られた滑り止め付ストラップの滑り止めの間で、内包袋収容体の外袋に沿って内包
袋の一部が常時１枚のみ出ている内包袋の開口部の口の部分を挟み擦ることで、内包袋の
開口部の口を容易に開けることができ、内包袋の開口部の口が開いた状態で内包袋収容体
の外袋から、内包袋を簡単に取り出すことを可能とした。
【００２３】
　この英字のＷ字型のような蛇腹状に折り畳んで重畳し積層した内包袋を、内包袋収容体
に収容した場合、内包袋の開口部が常時１枚のみ内包袋収容体の外袋から、外に出ている
状態なので、衛生面での問題はあるが、犬の散歩等での糞尿の後処理等では、内包袋の開
口部の口が開いた状態で内包袋収容体の外袋から、内包袋を簡単に取り出す事ができるの
で、非常に有効なゴミ袋やエチケット袋等の携帯可能なツールとして提供することができ
る。
【００２４】
　さらに、内包袋収容体の外袋に収容してる内包袋の最後から数枚目（通常５枚目）の袋
に「もうすぐ袋がなくなります」等のメッセージシール等を貼る、又は、内包袋の色を変
える等して、収容している内包袋が少なくなった事を知らるせる目印とし、外出の場合は
、帰宅後に次に使用する内包袋を補充する等の準備が可能となる。
【００２５】
　前記のような内包袋収容体を、用途に合わせて素材をビニール、布、紙製等や、色や、
内包袋収容体の外袋の模様を変えることで、外出用の鞄等に常時結び付けておいても見栄
えが良く、広く利用されやすいゴミ袋やエチケット袋等の常時携帯可能なツールとなる。
【００２６】
　上記課題を解決するための請求項２に係る本発明として、請求項１記載の内包袋収容体
に於ける複数枚の内包袋を内包袋収容体の外袋に収容する為の内包袋収容用ガイドであっ
て、内包袋収容体の外袋に携帯可能な重畳され積層されて分厚くなった状態の内包袋を内
包袋収容用ガイドによって簡単に補充する事を可能とした。
【００２７】
　前記内包袋収容用ガイドは、１枚の帯板状の板材を折り返して、その第１面部と第２面
部とを有する形体から成り、第１面部の外側の端部と第２面部の外側の端部には、指逃し
用凹部が設けられ、反対側には舌状の引き抜き片部を有する事を特徴とした内包袋収容用
ガイドであって、内包袋収容体の外袋に携帯可能な重畳され積層されて分厚くなった状態
の内包袋を内包袋収容用ガイドによって簡単に補充する事を可能とした。
【００２８】
　内包袋収容体の外袋に内包袋を収容する時、内包袋収容体の外袋の短手側側縁は開閉自
由な構造となっており、その内包袋収容体の外袋の短手側側縁を開けておき、内包袋収容
用ガイドに重畳され積層された状態の内包袋等の収容対象物を挟み、内包袋収容用ガイド
の指逃し用凹部と反対側の舌状の引き抜き片部を引き伸ばし、内包袋収容用ガイドに積層
された内包袋等を挟んだ状態で内包袋収容体の外袋に挿入する事を可能とした。
【００２９】
　前記の内包袋収容用ガイドの指逃し用凹部側の外側は緩やかな曲線となっており、簡単
に内包袋収容体の外袋に挿入することを可能とした。
【００３０】
　内包袋収容体の外袋の奥まで、積層された内包袋等を挟んだ内包袋収容用ガイドを挿入
後、内包袋収容体の外袋の上から、内包袋収容用ガイドの指逃し用凹部の部分を指でつま
み、内包袋収容用ガイドの舌状の引き抜き片部を持って内包袋収容用ガイドを、内包袋収
容体の外袋から引き抜き、内包袋収容体の外袋の短手側側縁を閉じる事で、内包袋収容体
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の外袋への内包袋の簡単な補充を可能とした。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、使用者が携帯している事を感じさせないくらいコンパクトな携帯用ご
み袋やエチケット袋等を常時携帯することが可能となり使用者がいつでも必要な時に簡単
に取り出す事ができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】内包袋収容体の斜視図
【図２】内包袋を長手方向で合わせてに折り畳んでいる様子を説明する図
【図３】内包袋を短手方向で合わせてに折り畳んでいる様子を説明する図
【図４】Ｖ字状に折り畳まれた内包袋の重畳構造を示す断面図
【図５】Ｖ字状に折り畳まれた内包袋を、蛇腹のように折り畳む例を示す断面図
【図６】蛇腹のように折り畳まれた内包袋の重畳構造を示す断面図
【図７】内包袋収容用ガイドの斜視図
【図８】複数枚の内包袋が折り畳まれ積層されている状態を示す斜視図
【図９】複数枚の積層された内包袋を内包袋収容用ガイドで挟んだ状態を示す斜視図
【図１０】内包袋収容用ガイドの引き抜き片部を伸ばした状態を示す斜視図
【図１１】内包袋収容体の外袋に内包袋収容用ガイドを挿入しようとしている状態を示す
斜視図
【図１２】内包袋収容体の外袋に内包袋収容用ガイドを挿入した状態を示す斜視図
【図１３】内包袋収容体の外袋から内包袋収容用ガイドを抜いた状態を示す斜視図
【図１４】内包袋収容体の断面図
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述する。
【００３４】
　図１は、実施形態に係る内包袋収容体の構成を示す斜視図である。内包袋収容体の外袋
１２に、積層された内包袋３０が収容されている。収容された内包袋は常時１枚だけ内包
袋収容体の外袋より出る構成となっている。
【００３５】
  図４に示すように、複数枚の内包袋が折り畳まれ上下の内包袋と重畳された状態で積層
されるとともに、この積層された内包袋が内包袋収容体の外袋の内側に収容された内包袋
収容体において、前記内包袋の折り畳まれた上側端部１ｂ２は、上側に重ね合わされる内
包袋の下側端部１ａ３の上の隙間に挟まれ、下側端部１ａ４は下側に重ね合わされる内包
袋の上側端部１Ｂ２の下の隙間に挟まれ重畳されて、内包袋は積層された状態で、内包袋
収容体の外袋に収容されている。
【００３６】
　図２に示すのは、前記の重畳される内包袋の個別の折り畳み方で、英字のＶ字型になる
よう内包袋を折り畳むときの例である。この例の場合内包袋の長手方向１Ａ１と１Ａ４を
、１ａ１と１ａ４を合わせて折り畳み、さらに長手方向１Ａ２と１Ａ１を、１ａ２と１ａ
１を合わせて折り畳む。
【００３７】
　図３に示すのは、前記図２で折り畳まれた内包袋の、短手方向１ａ３と１Ａ３を、１ａ
２と１Ａ２を合わせて折り畳み、さらに短手方向１Ｂ２と１ａ３を、１ｂ２と１ａ４を合
わせて折り畳むことにより、内包袋を英字のＶ字型に折り畳む例である。
【００３８】
　前記のように折り畳まれ、重畳され積層された内包袋を収容するのが、図１に示す内包
袋収容体の外袋１２であり、平面視矩形状を為し、長手方向の中間部に短手方向に平行な
スリット状の内包袋取り出し口１１が設けられたことを特徴とする内包袋収容体である。
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【００３９】
　図１に示すように、前記内包袋収容体の外袋１２の、短手側側縁を開閉自由１９として
内包袋の補充を可能とし、その短手側側縁の中央に穴１３を開け、紐やストラップ等をそ
の穴に取り付けることにより、内包袋を確実に内容袋収容体の外袋に収容するとともに、
その紐やストラップ等で携帯する鞄等に簡単に取り付けることを可能としている。
【００４０】
　図１に示すように、前記内包袋収容体の外袋１２の長辺でなく短辺をスリット１１する
事により、その短辺から取り出す内包袋の一部１を常時出した状態で、鞄等に入れた状態
でも、鞄の内容物にあたって不用意に内包袋が内包袋収容体の外袋から出にくくしている
。
【００４１】
　さらに、図１に示すように、前記内包袋収容体の外袋１２の、短辺のスリット１１を、
端から端までスリットすることにより、ボックスティッシュのように、収容しているボッ
クスティッシュケースの中心の一部のみが空いた状態でティッシュが常に出ている場合の
ように、収容しているボックスティッシュケースとティッシュがほぼ直角に出ることがな
く、内包袋収容体の外袋１２に沿って内包袋の一部１が常時１枚のみ出ている状態とし、
鞄等に入れた状態でも、鞄の内容物にあたって不用意に内包袋が内包袋収容体の外袋から
出にくくしている。
 
【００４２】
　図１に示すように、内包袋収容体の外袋１２に沿って重畳され積層された状態の内包袋
の一部１が常時１枚のみ出ている状態としたことにより、使用者が容易に内包袋を確実に
一枚だけ取り出す事が可能となり、さらに取り出した後は、次の内包袋が内包袋収容体の
外袋１２のスリット１１より出るため、使用者は連続して確実に次の内包袋１を取り出す
事が可能となるようにしている。
【００４３】
　携帯の方法によっては内包袋収容体の外袋のスリット側の面と反対側の面にマジックテ
ープ（登録商標）等を張り固定できるようにすることで、固定した物の常に同じ位置から
内包袋収容体の外袋に収容されている内包袋を、容易に取り出す事が可能となるようにし
ている。
【００４４】
　さらに、図１に示すように、内包袋収容体の外袋１２のスリット１１の周辺に蛍光テー
プ等の光に反射する反射材１４を張ったり、内包袋収容体の外袋の短手側側縁の中央に開
いた穴１３に、ＬＥＤライト等の光を発光する、または、光を反射するような小物付のス
トラップ等１６を通すことで、夜間でも内包袋収容体の外袋から内包袋の取り出しを容易
にするとともに、犬の散歩等で道路の淵に蹲って糞尿の後処理をしていても、反射材やＬ
ＥＤライトにより、車の運転手に早く道路淵の人の存在を認識させることができるように
したことにより、交通事故を防止するのに役立つツールとなる。
【００４５】
　さらに、図１に示すように内包袋収容体の外袋１２に網状の滑り止めや板状のゴム等の
滑りを悪くする素材１４を貼り付けることにより、取り出した内包袋１を、その網状の滑
り止めや板状のゴム等の滑りを悪くする素材１４の上で、擦ることにより、内包袋の開口
部の口を容易に開けることを可能とした。
【００４６】
　さらに、図１４に示すように内包袋収容体の外袋１２の短手側側縁の中央に開いた穴１
３に、蛍光テープなどの反射材等の上に滑り止めが貼られた滑り止め付ストラップ１７を
付けることにより、高齢者に良く見受けられる指先の保湿状態がよくない場合でも、前記
内包袋収容体の外袋に網状の滑り止めや板状のゴム等の滑りを悪くする素材１４ａを貼り
付けられた部分と、蛍光テープなどの反射材等の上に滑り止めが貼られた滑り止め付スト
ラップ１７ａ１の滑り止めの間に、取り出した内包袋１の開口部の口を挟み、数回（通常
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１から３回）擦る事で容易に内包袋の開口部の口を開けることを可能とした。
【００４７】
　さらに、前記内包袋収容体の外袋１２に，図４に示すように収容する内包袋を、英字の
Ｖ字型に折り畳んで重畳し積層した内包袋を、内包袋収容体の外袋１２に収容した場合は
、内包袋収容体の外袋１２に沿って内包袋の一部１が常時１枚のみ出ている部分１Ｂ２は
、折り畳まれた内包袋の開口部１ａ３でない。内包袋の開口部１Ａは内包袋収容体の外袋
１２の中に収容されており、常時外に出ている部分１Ｂ２が、内包袋の開口部１Ａではな
いので、内包袋を衛生的に携帯することを可能とした。
【００４８】
　前記のように内包袋を、図４に示すように英字のＶ字型に折り畳んで重畳し積層し、内
包袋収容体の外袋１２に収容した場合、内包袋収容体の外袋に沿って内包袋の一部１が常
時１枚のみ出ている部分は、内包袋の開口部１Ａではない為、前記に示した内包袋収容体
の外袋１２に網状の滑り止めや板状のゴム等の滑りを悪くする素材１４を貼り付けられた
部分と、蛍光テープなどの反射材等の上に滑り止めが貼られた滑り止め付ストラップの滑
り止め１７ａの間で、内包袋収容体の外袋１２に沿って内包袋の一部１が常時１枚のみ出
ている部分を挟み擦っても、内包袋の開口部１Ａの口を開けることはできない。　
【００４９】
　そこで、図１に示す内包袋収容体の外袋１２から常時１枚のみ出るのが、内包袋の開口
部１Ａとなるように、図６に示すような英字のＷ字型のような蛇腹状に折り畳んで重畳し
積層した内包袋を内包袋収容体の外袋１２に収容し、その内包袋収容体の外袋１２から常
時１枚のみ出ているのが内包袋の開口部１Ａとなるようにし、図１４に示すように内包袋
収容体の外袋１２に網状の滑り止めや板状のゴム等の滑りを悪くする素材１４ａを貼り付
けられた部分と、蛍光テープなどの反射材等の上に滑り止めが貼られた滑り止め付ストラ
ップの滑り止め１７ａ１の間で、内包袋収容体の外袋１２に沿って内包袋の一部１が常時
１枚のみ出ている内包袋の開口部１Ａの口の部分を挟み擦ることにで、内包袋の開口部１
Ａの口を容易に開ける事ができ、内包袋の開口部１Ａの口が開いた状態で内包袋収容体の
外袋１２から、内包袋１を簡単に取り出す事を可能とした。
【００５０】
　図４に示すように英字のＶ字型に折り畳まれた内包袋を、図６に示すような英字のＷ字
型のような蛇腹状に折り畳む例として、図５に示すようにＶ字型に折り畳まれた内包袋の
Ｖ字型の１Ａ３を、１Ｂ３を中心に１Ｂ２と合わせるように折り返すことで、英字のＷ字
型のような蛇腹状の内包袋の状態となる。
【００５１】
　図６に示すように英字のＷ字型のような蛇腹状に折り畳まれた内包袋が重畳され積層さ
れている　内包袋は、前記の例のように英字のＷ字型のような蛇腹状に折り畳まれた内包
袋の上側端部１Ａが、上側に重ね合わされる内包袋の下側端部１ａ３の上の隙間に挟まれ
、下側端部１ａ４が下側に重ね合わされる内包袋の上側端部１Ａの下の隙間に挟まれ重畳
されて、積層された状態となっている。
【００５２】
  図６に示すように英字のＷ字型のような蛇腹状に折り畳んで重畳し積層した内包袋を、
内包袋収容体の外袋１２に収容した場合、内包袋１の開口部１Ａが常に内包袋収容体の外
袋１２から、外に出ている状態なので、前記に示した内包袋収容体の外袋１２に網状の滑
り止めや板状のゴム等の滑りを悪くする素材１４ａを貼り付けられた部分と、蛍光テープ
などの反射材等の上に滑り止めが貼られた滑り止め付ストラップの滑り止め１７ａ１の間
で、内包袋収容体の外袋１２に沿って内包袋１の一部が常時１枚のみ出ている内包袋１の
開口部１Ａの口の部分を挟み擦ることで、内包袋１の開口部１Ａの口を容易に開けること
ができ、内包袋１の開口部１Ａの口が開いた状態で内包袋収容体の外袋１２から、内包袋
１を簡単に取り出すことができ、衛生面での問題はあるが、犬の散歩等での糞尿の後処理
等では、内包袋１の開口部１Ａの口が開いた状態で内包袋収容体の外袋１２から、内包袋
１を簡単に取り出すことができるので、非常に有効なゴミ袋やエチケット袋等の携帯可能
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なツールとなる。
 
【００５３】
　さらに、内包袋収容体の外袋１２に収容してる内包袋１の最後から数枚目（通常５枚目
）の袋に「もうすぐ袋がなくなります」等のメッセージシール等を貼ったり、同様のメッ
セージを内包袋１に印刷した内包袋にしたり、又は、内包袋１の色を変える等して、収容
している内包袋１が少なくなった事を知らるせる目印とし、外出の場合は、帰宅後に次に
使用する内包袋１を事前に補充する等して、外出時の必要な時に、内包袋収容体の外袋１
２の中に内包袋１が無くなっている状態を防ぐ事を可能とした。
【００５４】
　前記のような内包袋収容体１０を、用途に合わせて素材をビニール、布、紙製等にした
り、色や、内包袋収容体の外袋１２の模様を変えることで、外出用の鞄等に常時結び付け
る等しても、見栄えが良く、ファッションの一部として、広く利用されやすいゴミ袋やエ
チケット袋等の常時携帯可能なツールとなるような内包袋収容体とし、ゴミ袋やエチケッ
ト袋等が必要となった時、すぐ容易に取り出して使用する事を可能とした。
【００５５】
　最近では、治安対策等によりゴミ箱等の設置箇所が少なくなってきており、外出時に少
量のゴミが発生した場合の処分に困る事がよくあるが、この内包袋収容体を鞄等に常時結
び付けて外出することで、不意に発生したゴミでも内包袋を利用する事でゴミのポイ捨を
防ぎ、環境の美化につながる。
【００５６】
　図７は、課題を解決するための請求項２に係る本発明として、請求項１記載の内包袋収
容体１０に複数枚の重畳され積層された内包袋３０を、内包袋収容体の外袋１２に収容す
る為の内包袋収容用ガイド２０であって、図１の内包袋収容体の外袋１２に図８に示すよ
うな携帯できるように重畳され積層されて分厚くなった状態の内包袋３０を、図７で示す
内包袋収容用ガイド２０によって簡単に補充する事を可能とした事を特徴とした内包袋収
容用ガイドである。
【００５７】
　図７に示す内包袋収容用ガイド２０は、１枚の帯板状の板材を折り返して、その第１面
部２１と第２面部２２とを有する形体から成り、第１面部２１の外側の端部２３と第２面
部２２の外側の端部２３には、指逃し用凹部２３が設けられ、反対側には舌状の引き抜き
片部２４を有する事を特徴とした内包袋収容用ガイド２０である。
【００５８】
　図１に示すように内包袋収容体の外袋１２に内包袋１を収容する時、内包袋収容体の外
袋１２の短手側側縁１９は開閉自由な構造となっており、その内包袋収容体の外袋の短手
側側縁１９を開けておき、図７に示す内包袋収容用ガイドに図８に示すような重畳され積
層された状態の内包袋等３０の収容対象物を図９で示すように挟み、図１０で示すように
内包袋収容用ガイド２０の指逃し用凹部と反対側の舌状の引き抜き片部２４を引き伸ばし
、図１１に示すように内包袋収容用ガイド２０に積層された内包袋等３０を挟んだ状態で
内包袋収容体の外袋１２に挿入するできるようにし、内包袋の補充作業が容易にできるよ
うにしている。
【００５９】
　図７で示すように内包袋収容用ガイドの指逃し用凹部側２３の外側は緩やかな曲線とな
っており、簡単に内包袋収容体の外袋１２に挿入することを可能とし、内包袋の補充作業
が容易にできるようにしている。
【００６０】
　図１２で示すように内包袋収容体の外袋の奥まで、積層された内包袋等を挟んだ内包袋
収容用ガイド２０を挿入後、内包袋収容体の外袋の上から、内包袋収容用ガイドの指逃し
用凹部の部分１８を指でつまみながら、内包袋収容用ガイドの舌状の引き抜き片部２４を
持って、図１３で示すように内包袋収容用ガイド２０を、内包袋収容体の外袋１２から引
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き抜き、内包袋収容体の外袋１２の短手側側縁１９を閉じる事で、内包袋収容体の外袋１
２への内包袋１の補充が簡単に行える事を可能とした。
【００６１】
　前記のように再利用可能となるように、内包袋の補充が容易に行える方法も確立してお
り、かつ、内包袋収容体の素材や内包袋収容体の外袋の色や柄のデザインを用途によって
変えることで、利用者が愛着を持って長く使用する事ができる為、多くの利用者が使用す
る事でゴミのポイ捨てが無くなり環境美化につながる。
【符号の説明】
【００６２】
　１　　　内包袋
　１Ａ　　内包袋開口側短辺
　１Ａ１、１Ａ２，１Ａ３，１Ａ４、１Ｂ１，１Ｂ２，１Ｂ３，１ａ１，１ａ２，１ａ３
，１ａ４，１ｂ１，１ｂ２，１ｂ３　　折り畳み等の説明に使用する内包袋に付けた符号
　１０　　内包袋収容体
　１１　　内包袋取り出し口
　１２　　内包袋収容体の外袋
　１３　　吊り下げ用開孔
　１４　　蛍光テープなどの反射材等か、滑り止め材が上に貼られた反射材等
　１４ａ　滑り止め材
　１４ｂ　蛍光テープなどの反射材等
　１５　　フック付ストラップ
　１６　　ＬＥＤライト付ストラップ
　１７　　蛍光テープなどの反射材等の上に滑り止めが貼られた滑り止め付ストラップ
　１７ａ　蛍光テープなどの反射材等の上に滑り止めが貼られた滑り止め
　１７ａ１　滑り止め材
　１７ａ２　蛍光テープなどの反射材等
　１７ａ３　帯板状の板材
　１８　　内包袋収容用ガイドを引き抜く時、収容された内包袋を押さえる時の指の位置
　１９　　内包袋収容体の外袋の短手側側縁の開閉口
　２０　　内包袋収容用ガイド
　２１　　内包袋収容用ガイドの第１面部
　２２　　内包袋収容用ガイドの第２面部
　２３　　内包袋収容用ガイドの指逃し用凹部
　２４　　内包袋収容用ガイドの引き抜き片部
　３０　　積層された内包袋
【要約】　　　（修正有）
【課題】ゴミ袋やエチケット袋等の内包袋を使用者が、容易に取り出す事ができるように
した、内包袋収容体を提供する。
【解決手段】複数枚の内包袋１が折り畳まれ上下の内包袋と重畳された状態で積層される
とともに、この積層された内包袋１が内包袋収容体１０の外袋１２の内側に収容された内
包袋収容体１０において、前記内包袋１の折り畳まれた上側端部は、上の内包袋１の下側
端部の上の隙間に挟まれ、下側端部は下の内包袋１の上側端部の下の隙間に挟まれ積層さ
れた状態で、内包袋収容体１０の外袋１２に収容されているとともに、前記内包袋収容体
１０の外袋１２は、平面視矩形状を為し、長手方向の中間部に短手方向に平行なスリット
状の内包袋取り出し口１１が設けられたことを特徴とする内包袋収容体１０と、重畳され
分厚く積層された内包袋１を、内包袋収容用ガイドで挟み、内包袋収容体１０の外袋１２
の内側に収容する内包袋収容用ガイドである。
【選択図】図１
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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