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(57)【要約】
【課題】ブラカップの位置を調節可能なバックレス、ス
トラップレスブラジャーを提供する。
【解決手段】１対のブラカップ１１と、コネクタ１２と
からなり、各ブラカップ１１の下縁に沿って固定板１１
４が設けられる。この固定板１１４には複数の係合穴１
１５が形成され、コネクタ１２は、各端部に係合穴１１
５と取外し可能に接続する少なくとも１つの係合突起１
２１を有する。各係合突起１２１をブラカップ１１の係
合穴１１５にそれぞれ接続させることにより、ブラカッ
プ１１が連結される。係合突起１２１が係合する係合穴
１１５変えることにより、ブラカップの位置を自在に変
えることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の係合穴が形成された固定板を有する１対のブラカップであって、該固定板が下縁
に沿って設けられたブラカップと、
　取外し可能に前記係合穴と接続する少なくとも１つの係合突起をそれぞれ両端に有する
コネクタであって、各係合突起が前記ブラカップの係合穴に接続されることにより、ブラ
カップの位置を調節自在に該ブラカップを連結するコネクタとからなる調節可能なバック
レス、ストラップレスブラジャー。
【請求項２】
　前記固定板は、プラスチック製である請求項１記載の調節可能なバックレス、ストラッ
プレスブラジャー。
【請求項３】
　前記固定板は、金属製である請求項１記載の調節可能なバックレス、ストラップレスブ
ラジャー。
【請求項４】
　前記コネクタ及び前記係合突起は、プラスチック製である請求項１記載の調節可能なバ
ックレス、ストラップレスブラジャー。
【請求項５】
　前記コネクタは、可撓性を有している請求項１記載の調節可能なバックレス、ストラッ
プレスブラジャー。
【請求項６】
　前記コネクタは、その長さを調節可能である請求項１記載の調節可能なバックレス、ス
トラップレスブラジャー。
【請求項７】
　前記係合突起と前記係合穴は、雄アダプタと雌アダプタである請求項１記載の調節可能
なバックレス、ストラップレスブラジャー。
【請求項８】
　前記係合突起は、前記係合穴に掛けられる留め具の形状に形成された請求項１記載の調
節可能なバックレス、ストラップレスブラジャー。
【請求項９】
　前記各ブラカップの内側に、感圧接着剤層が設けられた請求項１記載の調節可能なバッ
クレス、ストラップレスブラジャー。
【請求項１０】
　前記各ブラカップは、さらに、内部層と、外部層とを備え、前記感圧接着剤層は該内部
層の表面領域の大部分に恒久的に成長している請求項１記載の調節可能なバックレス、ス
トラップレスブラジャー。
【請求項１１】
　前記内部層及び外部層は布の層から形成され、前記内部層と外部層との間に詰物層が設
けられた請求項１０記載の調節可能なバックレス、ストラップレスブラジャー。
【請求項１２】
　前記詰物層は、スポンジ層、又は、弾性を有する化学繊維から構成されたスポンジ層で
ある請求項１１記載の調節可能なバックレス、ストラップレスブラジャー。
【請求項１３】
　前記内部層及び外部層は熱可塑性フィルム材からなり、前記内部層と外部層との間にシ
リコンゲル層が設けられた請求項１０記載の調節可能なバックレス、ストラップレスブラ
ジャー。
【請求項１４】
　下縁に沿って設けられた固定板を有する１対のブラカップと、
　雄アダプタと雌アダプタとを係合させることによって前記ブラカップを取外し可能に連
結するコネクタとからなり、
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　前記雄アダプタと雌アダプタは、それぞれコネクタの両端と固定板に設けられる調節可
能なバックレス、ストラップレスブラジャー。
【請求項１５】
　前記固定板に複数の係合突起が設けられ、前記コネクタの各端部に、前記係合突起に対
応する係合穴が設けられた請求項１４記載の調節可能なバックレス、ストラップレスブラ
ジャー。
【請求項１６】
　前記固定板に複数の紐通し穴が設けられ、前記コネクタの各端部に、前記紐通し穴に対
応する留め具が設けられた請求項１４記載の調節可能なバックレス、ストラップレスブラ
ジャー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バックレス、ストラップレスブラジャー、特に、着用時にブラカップの装着
角度や装着位置を様々な度合いに調節するための、取外し可能なコネクタを有する調節可
能なバックレス、ストラップレスブラジャーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の布製のブラジャーは、主に、２つのブラカップと、このブラカップに接続される
バックストラップ及び肩ストラップとからなる。従来のブラジャーの中には、バストの形
を良く見せ、乳房下垂を防止するようにバストを支えるために、可撓性を有するスチール
ワイヤが各ブラカップの底縁に沿って設けられたものがあり、又、バストの位置を引き上
げて調節する為に、肩ストラップが使用されている。しかしながら、上記布製のブラジャ
ーのブラカップでは、ブラジャーを肩ストラップできつく固定すると、締め付けられ皮膚
が赤くなり腫れる場合がある。また、肩ストラップをきつく固定することで、ブラカップ
内のスチールワイヤが、皮膚に絶えず摩擦を与え、使用者に不快感を与えることもある。
【０００３】
　一般的なバックレス、ストラップレスブラジャーは、ブラカップの内部表面に設けられ
た粘着層により、使用者のバストに、ブラカップをそれぞれ独立して貼着させることがで
き、これらのブラカップは、その間に位置するコネクタにより連結される。上記のバック
レス、ストラップレスブラジャーは、バックレスドレスやローバックドレスの着用時に適
したものであるが、大きく重いバストを持つ女性や、乳房下垂である女性にとっては、十
分にバストを支えることができない。従って、より広い範囲のサイズや形のバストを、同
等に又はそれ以上に支えることができる、改良されたバックレス、ストラップレスブラジ
ャーが必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　現在のバックレス、ストラップレスブラジャーの、上述の欠点を解消するためになされ
た活発な研究開発の結果、本発明は、従来のコンセプトや従来技術のデザインとは全く異
なる、調節可能なバックレス、ストラップレスブラジャーを提供するものである。又、窮
屈なストラップを使わずにバストを支え、バストの見た目を良くすることができ、しかも
より広い範囲のサイズや形のバストに適した調節可能なバックレス、ストラップレスブラ
ジャーを提供する。
【０００５】
　本発明の第１の目的は、調節可能なバックレス、ストラップレスブラジャーを提供する
ことであり、複数の係合穴が各ブラカップの下縁に沿って設けられ、又、コネクタの両端
には、前記係合穴に取外し可能に接続する係合突起が形成されており、各係合突起をブラ
カップの係合穴とそれぞれ係合させて、当該コネクタによりブラカップを連結し、これに
よりブラカップの位置を調節し、様々な度合いの谷間を作る。
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【０００６】
　本発明の第２の目的は、雄アダプタと雌アダプタを係合させてブラカップを取外し可能
に連結するコネクタを有する調節可能なバックレス、ストラップレスブラジャーを提供す
ることであり、雄アダプタと雌アダプタは、コネクタの両端と各ブラカップの固定板にそ
れぞれ設けられる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明に係る調節可能なバックレス、ストラップレスブラジ
ャーは、１対のブラカップと、コネクタとからなり、各ブラカップの下縁に沿って固定板
が設けられ、この固定板に複数の係合穴が形成されている。前記コネクタは、各端部に、
前記係合穴と取外し可能に接続する少なくとも１つの係合突起を有し、各係合突起が前記
ブラカップの係合穴にそれぞれ接続されることにより、当該コネクタによってブラカップ
が連結され、ブラカップの位置が調節される。
【０００８】
　本発明の他の目的、利点及び新規な特徴は、以下の詳細な説明及び添付図面から明らか
になるであろう。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、両ブラカップの内側に縫い付けられるコネクタを有する従来のバックレス、
ストラップレスブラにおける問題を解決するものであり、又、より均整のとれた、自然な
谷間を作り、独自の付け心地の良さと押し上げ効果を提供する。
【００１０】
　本発明は、着用時に、ブラカップの装着角度と装着位置を様々な度合いに調節できるた
め、本発明に係るバックレス、ストラップレスブラジャーの着用時には、サイズや形の異
なるバストを、同様に良好な状態に見せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る調節可能なバックレス、ストラップレスブラジャ
ーを示す斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るブラカップを示す断面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る調節可能なバックレス、ストラップレスブラジャ
ーを着用した状態を示す斜視図である。
【図４Ａ】本発明の第１の実施形態に係るブラカップの調節方法を示す斜視図である。
【図４Ｂ】本発明の第１の実施形態に係るブラカップの調節方法を示す斜視図である。
【図４Ｃ】本発明の第１の実施形態に係るブラカップの調節方法を示す斜視図である。
【図５】本発明の他の実施形態に係るブラカップ及びコネクタを示す部分的な斜視図であ
る。
【図６】本発明の他の実施形態に係るブラカップ及びコネクタを示す部分的な斜視図であ
る。
【図６Ａ】本発明の他の実施形態に係るブラカップ及びコネクタを示す部分的な斜視図で
ある。
【図７】本発明の他の実施形態に係るブラカップの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１及び図２を参照して、本発明に係る調節可能なバックレス、ストラップレスブラジ
ャーの好ましい実施形態を説明する。尚、調節可能なバックレス、ストラップレスブラジ
ャー１は、１対のブラカップ１１と、コネクタ１２とからなる。
【００１３】
　各ブラカップ１１は、内布層１１１、外布層１１２、詰物層１１３及び固定板１１４を
備え、内布層１１１及び外布層１１２は熱可塑性を有する布地から構成される。ブラカッ



(5) JP 2010-248646 A 2010.11.4

10

20

30

40

50

プ１１を形成している詰物層１１３は、内布層１１１と外布層１１２との間に設けられて
おり、スポンジ層、又は、弾性を有する化学繊維から構成されるスポンジ層からなる。着
用時に、ブラカップ１１がそれぞれ独立して使用者のバストに付着するように、前記内布
層１１１の表面領域の大部分に感圧粘着剤層２が恒久的に成長している（恒久的に粘着性
を有している）。又、前記固定板１１４は、可撓性を有する材料（例えば、プラスチック
）からなり、複数の係合穴１１５が形成され、前記各ブラカップ１１の外布層１１２の下
縁に縫い合わされる。
【００１４】
　前記コネクタ１２は、可撓性を有するプラスチックからなり、その各端部に、前記各ブ
ラカップ１１の固定板１１４の係合穴１１５に取外し可能に接続する少なくとも１つの係
合突起１２１を備えており、ブラカップ１１を様々な度合いで連結する。
【００１５】
　また、前記各ブラカップ１１の内布層１１１は、使用者のバストに面しており、図３に
示すように、ブラカップ１１を使用者のバストに貼着させて固定し、図４Ａから図４Ｃに
示すように、コネクタ１２の係合突起１２１の接続位置を各ブラカップ１１の固定板１１
４の様々な係合穴１１５に変えることで、使用者のバスト上でブラカップ１１の装着位置
を調節し、バストをブラカップ１１の中間位置に向けて内側に回転させつつ押し上げる。
これにより、バストの見た目が良くなり、より均整のとれた、自然な谷間が形成される。
さらに、本実施例では、係合突起１２１が係合する係合穴１１５を、図４Ａに示すような
両ブラカップ１１の内側部分に近い位置の係合穴１１５から、図４Ｂ及び図４Ｃに示すよ
うな各ブラカップ１１の外側部分に近い位置の係合穴１１５まで移動させることができ、
その結果、様々な度合いの谷間を形成することができる。従って、使用者は、前記各係合
突起１２１が係合する係合穴１１５を、各ブラカップ１１で異なる係合穴１１５にするこ
とで、左右の乳房を異なる度合いで押し上げてより自然に見せることができる。
【００１６】
　尚、前記コネクタ１２は、使用者の付け心地を良くするために、その長さを適切な長さ
に調節する調節部材を備えていても良い。
【００１７】
　また、図５に示すように、コネクタ１２によりブラカップ１１を連結する態様としては
、前記固定板１１４に複数の係合突起１１６を設け、前記コネクタ１２の両端に係合穴１
２２を設けた態様とすることもできる。
【００１８】
　また、固定板１１４とコネクタ１２の両端は、雄アダプタと雌アダプタにより接続する
こともでき、図６に示すように、コネクタ１２によりブラカップ１１を連結する為に、固
定板１１４には複数の係合穴１１５が設けられ、コネクタ１２の各端部には留め具１２３
が設けられていてもよい。さらに、様々な雄アダプタと雌アダプタを本発明に適用するこ
とも可能であり、図６Ａに示すように、固定板１１４に複数の紐通し穴１１８を設け、コ
ネクタ１２の各端部に留め具１２３を設けて、各止め具１２３をブラカップ１１の紐通し
穴１１８に掛けることによりブラカップ１１を連結することもできる。
【００１９】
　また、コネクタ１２の両端と固定板１１４とを、フックファスナーとループファスナー
、又はベルクロファスナーセットなどの様々な雄アダプタと雌アダプタによって係合させ
ることで、当該コネクタ１２の両端でブラカップ１１を連結するようにすることもできる
。
【００２０】
　また、固定板１１４は、固定効果や耐久性を向上させる為に、金属などの硬い材料から
構成することもできる。
【００２１】
　図７を参照して、本発明の他の実施形態に係る調節可能なバックレス、ストラップレス
ブラジャーについて説明する。尚、各ブラカップ３１は、内部層３１１と、外部層３１２
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層３１１及び外部層３１２は熱可塑性フィルム材からなり、前記シリコンゲル層３１３は
、内部層３１１と外部層３１２との間に設けられる。着用時に、ブラカップ３１がそれぞ
れ独立して使用者のバストに付着するように、前記内部層３１１の表面領域の大部分に感
圧粘着剤層２が恒久的に成長している（恒久的に粘着性を有する）。又、固定板３１４は
、プラスチック材からなり、前記各ブラカップ３１の外部層３１２の下縁に設けられる。
又、固定板３１４には、上述したコネクタの係合突起が係合する複数の係合穴３１５が形
成されており、これにより両方のブラカップ３１が連結され、バストの見た目が調節され
る。
【００２２】
　従って、本発明は、以下の利点を有する。
【００２３】
　１．本発明は、両ブラカップの内側に縫い付けられるコネクタを有する従来のバックレ
ス、ストラップレスブラにおける問題を解決するものであり、又、より均整のとれた、自
然な谷間を作り、独自の付け心地の良さと押し上げ効果を提供する。
【００２４】
　２．本発明は、着用時に、ブラカップの装着角度と装着位置を様々な度合いに調節でき
るため、本発明に係るバックレス、ストラップレスブラジャー１の着用時には、サイズや
形の異なるバストを、同様に良好な状態に見せることができる。
【００２５】
　以上に開示したように、本発明は、確かに、その意図された目的を達成し、コネクタと
各ブラカップとの係合位置を変えることにより、より均整の取れた、自然な谷間を作る、
調節可能なバックレス、ストラップレスブラジャーを提供している。
【００２６】
　尚、本発明の意図するところから逸脱することなしに、当業者が、本発明の開示内容を
基に、種々の修正や変更を施すことが可能であることは理解されるべきである。
【符号の説明】
【００２７】
　１　　　調節可能なバックレス、ストラップレスブラジャー
　２　　　感圧粘着剤層
　１１　　ブラカップ
　１２　　コネクタ
　１１１　内布層
　１１２　外布層
　１１３　詰物層
　１１４　固定板
　１１５　係合穴
　１２１　係合突起
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