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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに重なり合う複数枚のウェットティッシュを収容し、前記ティッシュの一枚ずつを
引っ張り出すことが可能な開口が形成された頂壁を有する容器本体と、前記頂壁にヒンジ
を介して連なり、前記ヒンジを中心に前記容器本体の前後方向へ揺動可能であって前記開
口と該開口を囲繞する開口周縁部とを覆うことが可能な蓋とを含むティッシュ繰り出し容
器において、
　前記容器本体が、前記頂壁と前記蓋との間に位置する弾性的に撓み可能なフラップを含
み、前記フラップは、前記開口を挟んで前記ヒンジの反対側に位置する付根部から前記開
口上へ延び、前記ティッシュを引っ張り出すときに前記フラップに対する前記ティッシュ
の押し上げで前記付根部を支点として上方へ弾性的に反り可能であり、かつ、前記開口か
ら露出する前記ティッシュの部分を前記フラップの弾力によって前記ヒンジへ向かって倒
伏させることが可能であり、
　前記フラップが、前記開口の一部を覆うように該開口上に位置し、前記付根部から分岐
して前記ヒンジの側へ向かって延び、互いの間に前記付根部へ向かって凹む第１湾曲部を
形成する第１及び第２被覆部と、前記第１及び第２被覆部に連なって前記開口を前記ヒン
ジの側へ越える第１及び第２先端部とを有し、前記第１及び第２先端部が、前記ヒンジの
側における前記開口周縁部の上面に重なるように位置し、
　前記第１湾曲部と、これに対向し前記開口の一部を形成し前記ヒンジの側へ向かって凹
む第２湾曲部とによって中央開口が画成されていることを特徴とする前記容器。
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【請求項２】
　前記容器本体が、前記頂壁を含む前記容器本体よりも剛性の、前記開口を囲繞する補強
枠を含み、前記補強枠が前記頂壁に一体に形成され、前記蓋が前記頂壁を含む前記容器本
体よりも剛性であって前記ヒンジを介して前記補強枠に連接される請求項１記載の容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、互いに重なり合う複数枚のウェットティッシュを収容し、ティッシュの一枚
ずつを順に引っ張り出すことができるティッシュ繰り出し容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、互いに重なり合う複数枚のウェットティッシュを包装したティッシュ包装物を収
容し、頂壁にティッシュの一枚ずつを引っ張り出すことが可能な開口が形成され、開口を
含む頂壁を覆うことが可能な蓋を有するウェットティッシュ詰め替え容器が知られている
。かかる容器の一つは、下記特許文献１に開示されている。この容器では、頂壁は、その
周縁部が側壁の頂縁部に着脱可能に嵌め込まれている。蓋は、頂壁の周縁部に連接された
ヒンジを介して前後方向へ揺動する。容器では、頂壁と側壁との嵌合を解除し、容器から
頂壁を取り外すことでティッシュ包装物を詰め替えることができる。ティッシュ包装物を
詰め替えた後は、再び頂壁を側壁に嵌合させる。
【０００３】
　ウェットティッシュは、その複数枚がティッシュ包装物の内部で垂直方向に積み重なっ
ている。包装物の内部では、個々のウェットティッシュが２つに折り畳まれ、一方のティ
ッシュの折り畳まれた半分が他方のティッシュの折り畳まれた半分どうしの間に介在する
ように、それらティッシュが互いに重なり合っている。容器からティッシュを取り出すに
は、蓋を開け、開口から露出するティッシュの部分を指で摘持し、開口を囲繞する開口周
縁部の縁とそこに接するティッシュとの間の摩擦抵抗に抗ってティッシュを縦方向上方へ
引っ張る。ティッシュの一枚が容器から引っ張り出されると、その下方に位置するティッ
シュが取り出されたティッシュに引き連れられて開口から露出するので、ティッシュの一
枚ずつを容器から順に取り出すことができる。ティッシュを容器から引っ張り出した後は
、容器内のティッシュの乾燥を防ぐため、蓋を閉めて開口を塞ぐ。
【特許文献１】特開平８－７２９４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記公報に開示の容器では、開口から露出するウェットティッシュの部分が蓋のヒンジ
の反対側に倒れると、ティッシュの部分が蓋の周縁を越えて蓋の周縁の外側にはみ出す場
合がある。ティッシュの部分が蓋の周縁の外側にはみ出すと、ティッシュの部分が蓋を閉
めるときの邪魔になり、蓋を閉めることができなかったり、ティッシュの部分が頂壁と蓋
の周縁とに挟まれた状態で蓋が閉められてしまう場合がある。
【０００５】
　本発明の目的は、ウェットティッシュが蓋を閉めるときの邪魔にならないように、開口
から露出するティッシュの部分を蓋のヒンジの側に倒伏させておくことができるティッシ
ュ繰り出し容器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するための本発明は、互いに重なり合う複数枚のウェットティッシュを
収容し、前記ティッシュの一枚ずつを引っ張り出すことが可能な開口が形成された頂壁を
有する容器本体と、前記頂壁にヒンジを介して連なり、前記ヒンジを中心に前記容器本体
の前後方向へ揺動可能であって前記開口と該開口を囲繞する開口周縁部とを覆うことが可
能な蓋とを含むティッシュ繰り出し容器の改良に係る。
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【０００７】
　本発明の特徴は、下記の構成を有する。
　前記容器本体は、前記頂壁と前記蓋との間に位置する弾性的に撓み可能なフラップを含
み、前記フラップは、前記開口を挟んで前記ヒンジの反対側に位置する付根部から前記開
口上へ延び、前記ティッシュを引っ張り出すときに前記フラップに対する前記ティッシュ
の押し上げで前記付根部を支点として上方へ弾性的に反り可能であり、かつ、前記開口か
ら露出する前記ティッシュの部分を前記フラップの弾力によって前記ヒンジへ向かって倒
伏させることが可能である。
　前記フラップは、前記開口の一部を覆うように該開口上に位置し、前記付根部から分岐
して前記ヒンジの側へ向かって延び、互いの間に前記付根部へ向かって凹む第１湾曲部を
形成する第１及び第２被覆部と、前記第１及び第２被覆部に連なって前記開口を前記ヒン
ジの側へ越える第１及び第２先端部とを有し、前記第１及び第２先端部が、前記ヒンジの
側における前記開口周縁部の上面に重なるように位置し、前記第１湾曲部と、これに対向
し前記開口の一部を形成し前記ヒンジの側へ向かって凹む第２湾曲部とによって中央開口
が画成されている。
【０００８】
　本発明は、以下の実施態様を含む。
　前記容器本体は、前記頂壁を含む前記容器本体よりも剛性の、前記開口を囲繞する補強
枠を含む。前記補強枠は、前記頂壁に一体に形成される。前記蓋は、前記頂壁を含む前記
容器本体よりも剛性であって前記ヒンジを介して前記補強枠に連接される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係るティッシュ繰り出し容器によれば、弾性的に撓み可能なフラップが開口か
ら露出するウェットティッシュの部分を蓋のヒンジへ向かって倒伏させるので、ティッシ
ュの部分がヒンジ反対側に倒伏することはない。容器は、ウェットティッシュが開口から
大きく露出したとしても、ティッシュの部分が蓋のヒンジへ向かって倒伏し、該部分がヒ
ンジの側に位置するので、ティッシュの部分が蓋の周縁の外側にはみ出すことはない。こ
の容器は、ティッシュの部分が蓋を閉めるときの邪魔にならず、蓋を確実に閉めることが
できるとともに、ティッシュの部分が頂壁と蓋の周縁とに挟まれた状態で蓋が閉められて
しまうことがない。
【００１０】
　フラップの先端部がヒンジの側における開口周縁部上に位置している態様では、開口か
ら露出するウェットティッシュが開口周縁部とフラップの先端部とに挟まれるので、ティ
ッシュの部分がヒンジの反対側へ向かって倒伏することはなく、フラップを介してティッ
シュの部分を蓋のヒンジへ向かって確実に倒伏させることができる。
【００１１】
　開口がヒンジの側へ向かって凹む第１湾曲部を有し、さらに、フラップの被覆部及び先
端部が第１及び第２部分に分割され、第１及び第２部分の間にフラップの付根部へ向かっ
て凹むように第２湾曲部が形成され、第１及び第２湾曲部によって中央開口が画成される
態様では、容器の使用に際して、中央開口へ指を差し込んで、容器の内部に収容されたウ
ェットティッシュを容易に摘持することができる。
【００１２】
　容器本体が、頂壁を含む容器本体よりも剛性の、開口を囲繞する補強枠を含み、補強枠
が頂壁に一体に形成され、蓋が頂壁を含む容器本体よりも剛性であってヒンジを介して補
強枠に連接される態様では、容器本体を可撓性材料から形成する場合でも、補強枠及び蓋
による容器本体の形態保持及び蓋の開閉操作が確実な容器を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　添付の図面を参照し、本発明に係るティッシュ繰り出し容器の詳細を説明すると、以下
のとおりである。
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【００１４】
　図１は蓋１７を開けた状態の一例として示すティッシュ繰り出し容器１０の斜視図、図
２は図１の２－２線矢視断面図、図３はティッシュ包装物２０とプレート２４，２５とを
取り外した状態の容器１０の斜視図、図４は容器１０から取り外したプレート２４，２５
の平面図である。図１，２では、垂直方向を矢印Ｌ、横方向を矢印Ｍ（図１のみ）で示し
、前後方向を矢印Ｎで示す。図１，２には、ウェットティッシュ１９の部分１９Ａが開口
３８から容器１０の外側に露出した状態が示されている。
【００１５】
　容器１０は、垂直縦方向へ対向する矩形の頂底壁１１，１２と、前後方向へ対向して垂
直方向へ延びる矩形の前後側壁１３，１４と、横方向へ対向して垂直方向へ延びる矩形の
左右側壁１５，１６とから形成される容器本体１０Ａと、頂壁１１に取り付けられた蓋１
７とから構成されている。容器本体１０Ａは、可撓性のそれら壁１１，１２，１３，１４
，１５，１６が実質的に直交する六面体である。容器本体１０Ａには、それら壁１１，１
２，１３，１４，１５，１６に囲繞されたティッシュ収納部１８が画成されている。収納
部１８には、複数枚のウェットティッシュ１９を包装したティッシュ包装物２０が収容さ
れている。
【００１６】
　頂壁１１は、その周縁部２１が可撓性プラスチックシートから形成され、その下面に２
枚の第１および第２プレート２４，２５が位置している。頂壁１１の中央域には矩形の貫
通孔２６が形成され、貫通孔２６にそれらプレート２４，２５の一部が臨んでいる。頂壁
１１には、貫通孔２６を囲繞する補強枠２７が取り付けられている。補強枠２７は、頂壁
１１よりも高い曲げ剛性を有するプラスチック材料から作られ、頂壁１１の周縁部２１の
上面に固定されている。蓋１７は、その内面に突縁部３５と、その前側中央部に突起３５
ａと、先端に指掛け部１７Ａとを有する。蓋１７が閉じられたとき、突起３５ａと係合す
る突起２８ａが補強枠２７の突縁部２８に形成されている。底壁１２は、その全体が可撓
性プラスチックシートから形成されている。前後側壁１３，１４と左右側壁１５，１６と
は、繊維不織布から形成されている。頂底壁１１，１２とそれら側壁１３，１４，１５，
１６とは、縫製によって連結されている。
【００１７】
　前後側壁１３，１４と左右側壁１５，１６との縦方向中央には、容器本体１０Ａの周り
方向へ延びるジッパー３０が取り付けられている。ジッパー３０は、それら側壁１３，１
４，１５，１６に縫製によって連結されたジッパーテープ３１，３２と、それらに取り付
けられたスライダー３３とから構成されている。スライダー３３を容器本体１０Ａの周り
方向へ移動させることで、ジッパーテープ３１，３２どうしを係合させたり、それらどう
しの係合を解除することができる。
【００１８】
　蓋１７は、頂壁１１よりも高い曲げ剛性を有するプラスチック材料から作られ、横方向
へ長い矩形を呈する。蓋１７は、ヒンジ３４を介して容器本体１０Ａの前後方向へ揺動可
能である。ヒンジ３４は、補強枠２７に連接されて頂壁１１につながっている。図１の状
態から蓋１７を前方向へ揺動させると、蓋１７の突起３５ａが補強枠２７の突起２８ａの
下方にスナップ係合し、蓋１７を閉じた状態が維持される。閉じた状態にある蓋１７を後
方向へ揺動させると、突起２８ａ，３５ａの互いの係合が解かれ、蓋１７を開けることが
できる。
【００１９】
　第１および第２プレート２４，２５は、頂壁１１よりも高い曲げ剛性を有するプラスチ
ック材料から作られ、同形同大の横方向へ長い矩形を有する。第１プレート２４は、第２
プレート２５の下方に位置している。それらプレート２４，２５は、上下に互いに重なり
合った状態で当接する面どうしが固定されている（後記するフラップ４０を除く）。第２
プレート２５は、その周縁部３７が頂壁１１の周縁部２１の内面に固定されている。第１
及び第２プレート２４，２５の中央部には、ティッシュ１９の一枚ずつを引っ張り出すこ
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とが可能な開口３８，３９が形成されている。開口３８は、横方向へ長く、その後側中央
部においてヒンジ３４の側へ向かって凹む湾曲部４６を有し、開口３９はほぼ楕円形で開
口３８と重なっている。
【００２０】
　容器本体１０Ａは、開口３８から露出するウェットティッシュ１９の部分１９Ａをヒン
ジ３４へ向かって倒伏させる弾性的に撓み可能なフラップ４０を含む。フラップ４０は、
第２プレート２５の中央域に形成されて頂壁１１と蓋１７との間に位置し、開口３８，３
９の前側中央部における周縁部の近傍に付根部４２を有し、付根部４２からヒンジ３４へ
向かって開口３８，３９上にほぼ水平に延びている。フラップ４０は、開口３８を跨ぎ、
付根部４２を介して上方へ弾性的に反り可能である。フラップ４０は、開口３８の一部を
覆うように該開口上に位置し、付根部４２から分岐してヒンジ３４へ向かって延び、互い
の間に付根部４２へ向かって凹む湾曲部４７を形成する一対の被覆部４４と、被覆部４４
に連なって開口３８を越える先端部４５とを有する。付根部４２は、開口３８を挟んでヒ
ンジ３４の反対側に位置し、ヒンジ３４と対向している。フラップ４０の上下への曲げ剛
性は、先端部４５が最も高く、付根部４２が最も低い。湾曲部４７と、これに対向し開口
３８の一部を形成する湾曲部４６とによって中央開口５０が画成されている。先端部４５
は、ヒンジ３４の側に位置する開口周縁部４１の上面に位置しこれと重なっている。
【００２１】
　ウェットティッシュ１９は、平面形状が矩形を有し、その複数枚がティッシュ包装物２
０の内部で縦方向に積み重なっている。包装物２０の内部では、個々のウェットティッシ
ュ１９が２つに折り畳まれ、一方のティッシュ１９の折り畳まれた半分が他方のティッシ
ュ１９の折り畳まれた半分どうしの間に介在するように、それらティッシュ１９が互いに
重なり合っている。包装物２０は、柔らかいフィルムから作られている。包装物２０の頂
部には、ティッシュを取り出すための横方向へ長い取出口５２が形成されている。使用前
の包装物２０は、頂部に剥離可能に貼付された剥離シート（図示せず）によって取出口５
２が塞がれている。頂部から剥離シートを剥がすと、頂部において取出口５２が露出し、
包装物２０内からティッシュ１９の１枚ずつを順に取り出すことができる。
【００２２】
　図５は、ウェットティッシュ１９を引っ張り出す途中の状態の容器１０の斜視図である
。以下、この容器１０を使用する手順を説明する。容器本体１０Ａにティッシュ包装物２
０をセットするには、最初にスライダー３３を移動させてジッパーテープ３１，３２どう
しの係合を解除する。ジッパーテープ３１，３２どうしの係合を解くと、容器本体１０Ａ
の前後壁１３，１４と左右側壁１５，１６とが縦方向に分断され、頂底壁１１，１２を互
いに離間させるように容器本体１０Ａを上方へ開くことができ、ティッシュ収納部１８の
口を開けることができる。収納部１８の口を開けて取出口５２を露出させた包装物２０を
収納部１８に入れ、再びスライダー３３を移動させてジッパーテープ３１，３２どうしを
係合させる。次に、蓋１７を開け、中央開口５０から収納部１８に指を入れ、収納部１８
に位置するティッシュ１９を指で摘持し、開口３８から容器本体１０Ａの外側にティッシ
ュ１９の部分１９Ａを露出させた後、蓋１７を閉める。開口３８からティッシュ１９の部
分１９Ａを露出させるときには、フラップ４０が付根部４２を支点としてフラップ４０に
対するティッシュ１９の押し上げで上方へ弾性的に反るが、部分１９Ａを露出させた後に
ティッシュ１９から指を離すと、フラップ４０がその弾力でヒンジ３４へ向かって開口３
８上に復元する。開口３８から露出するティッシュ１９の部分１９Ａは、フラップ４０に
押さえ込まれるとともに、ヒンジ３４の側における開口周縁部４１とフラップ４０の先端
部４５とに挟まれ、ヒンジ３４へ向かって倒伏する。
【００２３】
　容器１０からウェットティッシュ１９を取り出すには、蓋１７を開け、開口３８から露
出するティッシュ１９の部分１９Ａを指で摘持し、開口周縁部４１の縁とそこに接するテ
ィッシュ１９との間の摩擦抵抗に抗ってティッシュ１９を上方へ引っ張る。図４に示すよ
うに、ティッシュ１９を上方へ引っ張ると、フラップ４０が付根部４２を支点としてフラ
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ップ４０に対するティッシュ１９の押し上げで上方へ弾性的に反り、ティッシュ１９が開
口３８から除々に露出する。ティッシュ１９の一枚が容器１０から引っ張り出されると、
その下方に位置するティッシュ１９が取り出されたティッシュ１９に引き連れられて開口
３８から露出するので、ティッシュ１９の一枚ずつを容器１０から順に取り出すことがで
きる。ティッシュ１９の一枚を容器１０から取り出すと、フラップ４０がヒンジ３４の側
へ向かって開口３８上に復元する。開口３８から露出したティッシュ１９の部分１９Ａは
、フラップ４０に押さえ込まれるとともに、開口周縁部４１とフラップ４０の先端部４５
とに挟まれ、ヒンジ３４の側へ向かって倒伏する。ティッシュ１９を容器１０から引っ張
り出した後は、収納部１８内のティッシュ１９の乾燥を防ぐため、蓋１７を閉めて開口３
８と開口周縁部４１とを覆う。なお、包装物２０内のティッシュ１９を使い切った後は、
スライダー３３を移動させてジッパーテープ３１，３２どうしの係合を解き、収納部１８
の口を開いて新しい包装物２０を収納部１８に入れる。
【００２４】
　容器１０は、フラップ４０が開口３８から露出するウェットティッシュ１９の部分１９
Ａを蓋１７のヒンジ３４の側へ向かって倒伏させるので、部分１９Ａがヒンジ３４の反対
側（付根部４２の側）に倒伏することはない。容器１０は、開口３８から露出するティッ
シュ１９の部分１９Ａが開口周縁部４１とフラップ４０の先端部４５とに挟まれるので、
フラップ４０を介して部分１９Ａをヒンジ３４の側へ向かって確実に倒伏させることがで
きる。容器１０は、ティッシュ１９が開口３８から大きく露出したとしても、ティッシュ
１９の部分１９Ａがヒンジ３４の側へ向かって倒伏し、部分１９Ａがヒンジ３４に当接す
るので、部分１９Ａが蓋１７の周縁の外側にはみ出すことはない。容器１０は、開口３８
から露出するティッシュ１９の部分１９Ａが蓋１７を閉めるときの邪魔にならず、蓋１７
を確実に閉めることができるとともに、部分１９Ａが補強枠２７（頂壁１１）と蓋１７の
周縁とに挟まれた状態で蓋１７が閉められてしまうことがない。
【００２５】
　容器１０は、中央開口５０に指を入れて収納部１８内に位置するウェットティッシュ１
９を摘持することができるので、フラップ４０の先端部４５が収納部１８内のティッシュ
１９を摘持するときの邪魔にならず、フラップ４０を上方へ反らせることなくティッシュ
１９を摘持することができる。容器１０は、収納部１８から最初のティッシュ１９を簡単
に引っ張り出すことができるのみならず、容器１０の使用中にティッシュ１９が収納部１
８内に引っ込んでしまった場合でも、引っ込んだティッシュ１９を中央開口５０から容器
１０の外側に簡単に引っ張り出すことができる。
【００２６】
　容器１０は、フラップ４０の付根部４２における曲げ剛性が低く、容器１０からウェッ
トティッシュ１９を引っ張り出すときに、フラップ４０が付根部４２を介して上方へ容易
に反るので、フラップ４０が容器１０からティッシュ１９を引っ張り出すときの抵抗とな
ることはなく、容器１０からティッシュ１９を円滑に取り出すことができる。容器１０は
、包装物２０内のティッシュ１９を使い切った後でも、新しい包装物２０を補充すればよ
いから、繰り返して使用することができる。
【００２７】
　図６は、蓋１７を開けた状態の他の一例として示すティッシュ繰り出し容器１０の斜視
図、図７は図６の７－７線矢視断面図である。図６，７では、垂直方向を矢印Ｌ、横方向
を矢印Ｍ（図６のみ）で示し、前後方向を矢印Ｎで示す。図６，７には、ウェットティッ
シュ１９の部分１９Ａが開口３８から容器１０の外側に露出した状態が示されている。
【００２８】
　容器１０は、垂直方向へ対向する矩形の頂底壁１１，１２と、前後方向へ対向して垂直
方向へ延びる矩形の前後側壁１３，１４と、横方向へ対向して垂直方向へ延びる矩形の左
右側壁１５，１６とから形成される容器本体１０Ｂと、頂壁１１に取り付けられた蓋１７
とから構成されている。容器本体１０Ｂは、それら壁１１，１２，１３，１４，１５，１
６が実質的に直交する六面体である。容器本体１０Ｂには、それら壁１１，１２，１３，
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１４，１５，１６に囲繞されたティッシュ収納部１８が画成されている。収納部１８には
、既述の実施形態と同様の複数枚のウェットティッシュ１９を包装したティッシュ包装物
２０が収容されている。容器本体１０Ｂと蓋１７とは、比較的剛性なプラスチック材料か
ら作られている。
【００２９】
　頂壁１１は、その周縁部５６が側壁１３，１４，１５，１６の頂縁部５３に着脱可能に
嵌め込まれている。頂壁１１の中央部５４には、ウェットティッシュ１９の一枚ずつを引
っ張り出すことが可能な横方向へ長い開口３８が形成されている。蓋１７は、その内面へ
屈曲する突縁５５と、その前側中央部に位置する凹部５５ａと、前端上面に指掛け部１７
Ａとを有する。蓋１７が閉じられたとき、凹部５５ａと係合する突起５６ａが頂壁１１の
周縁部５６の内側に形成されている。頂壁１１には、開口３８から露出するティッシュ１
９の部分１９Ａを蓋１７のヒンジ３４の側へ向かって倒伏させる弾性的に撓み可能なフラ
ップ４０が取り付けられている。
【００３０】
　蓋１７は、頂壁１１の周縁部５６に連接されたヒンジ３４を介して前後方向へ揺動可能
である。図６の状態から蓋１７を前方へ揺動させると、突起５６ａが凹部５５ａに係合し
、蓋１７を閉じた状態が維持される。閉じた状態にある蓋１７を後方へ揺動させると、突
起５６ａと凹部５５ａとの係合が解かれ、蓋１７を開けることができる。蓋１７は、開口
３８と開口３８を囲繞する開口周縁部４１とを覆うことが可能である。
 
【００３１】
　フラップ４０は、横方向へ長い矩形を有し、頂壁１１と蓋１７との間に位置している。
フラップ４０は、開口の前側周縁部４１に固定された付根部４２を有し、付根部４２から
ヒンジ３４の側へ向かって開口３８上に延びる。フラップ４０は、付根部４２を支点とし
てフラップ４０に対するウェットティッシュ１９の押し上げで上方へ弾性的に反り可能で
ある。フラップ４０は、開口３８上に位置して開口３８を覆う被覆部４４と、被覆部４４
に連なって開口３８を越える先端部４５とを有する。先端部４５は、ヒンジ３４の側に位
置する開口周縁部４１上に位置している。
【００３２】
　以下、この容器１０を使用する手順を説明する。容器本体１０Ｂにティッシュ包装物２
０をセットするには、頂壁１１と側壁１３，１４，１５，１６との嵌合を解き、容器本体
１０Ｂから頂壁１１を取り外し、取出口５２を露出させた包装物２０を収納部１８に入れ
、再び頂壁１１と側壁１３，１４，１５，１６とを嵌合させる。次に、蓋１７を開け、フ
ラップ４０を指で摘持し、フラップ４０を上方へ反らせて開口３８を露出させ、開口３８
から容器１０の外側にウェットティッシュ１９の部分１９Ａを露出させた後、蓋１７を閉
める。部分１９Ａを露出させた後にフラップ４０から指を離すと、フラップ４０が弾力で
ヒンジ３４の側へ向かって開口３８上に復元する。開口３８から露出するティッシュ１９
の部分１９Ａは、フラップ４０に押さえ込まれるとともに、開口周縁部４１とフラップ４
０の先端部４５とに挟まれ、ヒンジ３４の側へ向かって倒伏する。
【００３３】
　容器１０からウェットティッシュ１９を取り出すには、蓋１７を開け、開口３８から露
出するティッシュ１９の部分１９Ａを指で摘持し、開口周縁部４１の縁とそこに接するテ
ィッシュ１９との間の摩擦抵抗に抗ってティッシュ１９を上方へ引っ張る。ティッシュ１
９を上方へ引っ張ると、フラップ４０が付根部４２を支点としてフラップ４０に対する押
し上げで上方へ弾性的に反り、ティッシュ１９が開口３８から除々に露出する。ティッシ
ュ１９の一枚が容器１０から引っ張り出されると、その下方に位置するティッシュ１９が
取り出されたティッシュ１９に引き連れられて開口３８から露出するので、ティッシュ１
９の一枚ずつを容器１０から順に取り出すことができる。ティッシュ１９の一枚を容器１
０から取り出すと、フラップ４０がその弾力でヒンジ３４の側へ向かって開口３８上に復
元する。開口３８から露出したティッシュ１９の部分１９Ａは、フラップ４０に押さえ込
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まれるとともに、開口周縁部４１とフラップ４０の先端部４５とに挟まれ、ヒンジ３４の
側へ向かって倒伏する。ティッシュ１９を容器１０から引っ張り出した後は、収納部１８
内のティッシュ１９の乾燥を防ぐため、蓋１７を閉めて開口３８と開口周縁部４１とを覆
う。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】一例として示すティッシュ繰り出し容器の斜視図。
【図２】図１の２－２線矢視断面図。
【図３】プレートとティッシュ包装物とを取り外した状態の容器の斜視図。
【図４】容器から取り外したプレートの平面図。
【図５】ウェットティッシュを引っ張り出す途中の状態の容器の斜視図。
【図６】他の一例として示すティッシュ繰り出し容器の斜視図。
【図７】図６の７－７線矢視断面図。
【符号の説明】
【００３５】
　１０　　容器
　１０Ａ，１０Ｂ　　容器本体
　１１　　頂壁
　１７　　蓋
　１８　　ティッシュ収納部
　１９　　ウェットティッシュ
　１９Ａ　　部分
　２７　　補強枠
　３４　　ヒンジ
　３８　　開口
　４０　　フラップ
　４１　　開口周縁部
　４２　　付根部
　４４　　被覆部
　４５　　先端部
　４６，４７　　湾曲部
　５０　　中央開口
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】
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