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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　茶飲料をカップ内に抽出する際に用いられるティーバッグであって、
　前記カップの開口部を塞ぐ板状の蓋部材と、
　この蓋部材に吊設される茶葉を内包した袋体と、を備え、
　前記蓋部材は、この蓋部材を折り曲げる折り線を有し、
　この蓋部材は、折り曲げた際に前記袋体を包被可能な大きさに形成され、
　前記袋体には、吊紐が設けられ、
　前記蓋部材には、前記吊紐が挿通される貫通孔が設けられ、
　前記蓋部材と前記袋体は、前記吊紐を介して摺動自在に接続されており、
　前記貫通孔は、前記折り線上に設けられていることを特徴とする、蓋部材付ティーバッ
グ。
 
【請求項２】
　前記折り線は、前記蓋部材の中心部を通るように設けられていることを特徴とする、請
求項１に記載の蓋部材付ティーバッグ。
 
【請求項３】
　前記蓋部材は、前記蓋部材の表面を垂直方向に押圧する少なくとも２つの押圧部を有し
、
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　前記押圧部は、前記折り線を中心とした対称位置に設けられていることを特徴とする、
請求項１又は請求項２に記載の蓋部材付ティーバッグ。
【請求項４】
　前記押圧部には、前記袋体を押圧する押圧用凸部が設けられていることを特徴とする、
請求項３に記載の蓋部材付ティーバッグ。
【請求項５】
　前記蓋部材の円周部には、折り曲げた前記蓋部材を固定する固定手段が設けられている
ことを特徴とする、請求項１～４の何れかに記載の蓋部材付ティーバッグ。
【請求項６】
　前記蓋部材の円周部が嵌り込む開口部を有したカップ本体をさらに備え、
　このカップ本体の開口部周辺には、前記蓋部材の円周部を支持する段部が設けられてい
ることを特徴とする、請求項１～５の何れかに記載の蓋部材付ティーバッグ。
【請求項７】
　前記蓋部材は、シート状部材と、前記押圧部となる板状部材と、を有し、
　前記シート状部材は、塑性変形が可能な材料により形成されていることを特徴とする、
請求項３に記載の蓋部材付ティーバッグ。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、茶飲料をカップ内に抽出する際に用いられる蓋部材付ティーバッグに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、茶葉を内包した袋体をカップ内の高温水に浸漬させることにより、茶葉の成分
を抽出するティーバッグが広く普及している。このようなティーバッグは、浸漬時に袋体
が水分を吸収してしまい、有用な成分を抽出しきれないまま引きあげてしまっていること
や、テーブルを汚さないために受け皿を用意する必要があること、廃棄時に水分の多いゴ
ミとなってしまうこと等の問題を有していた。
【０００３】
　このような問題に対して、袋体の水切りを行うことができるティーバッグの技術が種々
提案されている（例えば、特許文献１、特許文献２参照）。
　特許文献１には、茶葉（２）を内包した袋体（ティーパック本体３）を把持可能な把持
片（７）を備えたティーバッグの技術が開示されている。このティーバッグは、この把持
片で袋体を挟持することにより、指で容易に抽出成分を含む水分を搾り出せると共に水切
りができることが記載されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、茶葉を内包した袋体（ティーバッグ本体１）を出し入れ自在な
方形の包装袋（３）を備えたティーバッグの技術が開示されている。このティーバッグは
、包装袋内まで袋体を引き上げた後、包装袋を押圧することにより、袋体の水切りを行う
ことができる技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２０６２５６号公報
【特許文献２】実開平１－７６４５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】



(3) JP 5920800 B1 2016.5.18

10

20

30

40

50

　ところで、茶葉を用いて紅茶等を美味しく淹れるためには、茶葉を蒸らす必要がある。
そのため茶葉の成分の抽出時には、蓋付のティーポッドを使用したり、カップの上にソー
サーやお皿などで蓋をすることが行われている。しかしながら、ティーバッグは、カップ
に直接適用すること、すなわち、簡便性を重視した商品であるため、ティーポッドや蓋付
き容器を用意する場合には、ティーバッグの簡便性が十分に発揮されない。
【０００７】
　その点、特許文献１や特許文献２に記載のティーバッグは、茶葉成分抽出後に水切りが
行えるものの、茶葉の成分を美味しく抽出するために蒸らす技術については記載されてい
ない。その結果、カップ内で茶葉を蒸らすためには、従来のティーポッドや蓋付き容器を
用意する必要があり、ティーバッグの簡便性を損ねてしまうという問題があった。
【０００８】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされた発明であり、茶葉を蒸らすことができ、袋体の水
切りを容易に行うことができる、蓋部材付ティーバッグを提供することを課題とする。
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明に係る蓋部材付ティーバッグは、茶飲料をカップ内に
抽出する際に用いられるティーバッグであって、前記カップの開口部を塞ぐ板状の蓋部材
と、この蓋部材に吊設される茶葉を内包した袋体と、を備え、前記蓋部材は、この蓋部材
を折り曲げる折り線を有し、この蓋部材は、折り曲げた際に前記袋体を包被可能な大きさ
に形成されていることを特徴とする。
【００１０】
　このように、カップの開口部を塞ぐ蓋部材を備えることにより、ティーポッドや蓋付き
容器を用意することなく茶葉を蒸らすことができ、簡便に美味く茶葉の成分を抽出するこ
とができる。
　また、この蓋部材は、茶葉を内蔵した袋体を包被可能な大きさに形成されているため、
この袋体を水切りすると共に、袋体を完全に収納することができる。そのため、テーブル
を汚さないための受け皿等を用意する必要が無く、後処理を簡単に行うことができる。
【００１１】
　本発明の好ましい実施形態では、前記袋体には、吊紐が設けられ、前記蓋部材には、前
記吊紐が挿通される貫通孔が設けられ、前記蓋部材と前記袋体は、前記吊紐を介して摺動
自在に接続されており、前記貫通孔は、前記折り線上に設けられていることを特徴とする
。
　このように、袋体には吊紐が設けられ、この吊紐が折り線上に設けられた貫通孔に挿通
されていることにより、吊紐を引っ張り上げるだけで袋体を水切りの好ましい位置まで容
易に移動させることができる。
【００１２】
　本発明の好ましい実施形態では、前記蓋部材は、前記蓋部材の表面を垂直方向に押圧す
る少なくとも２つの押圧部を有し、前記押圧部は、前記折り線を中心とした対称位置に設
けられていることを特徴とする。
　このように、蓋部材には、折り線を中心とした対称位置に押圧部が形成されていること
により、袋体の両側から押圧して容易に水切りを行うことができる。
【００１３】
　本発明の好ましい実施形態では、前記押圧部には、前記袋体を押圧する押圧用凸部が設
けられていることを特徴とする。
　このように、押圧部に押圧用凸部を設けることにより、袋体を効果的に水切りすること
ができる。
【００１４】
　本発明の好ましい実施形態では、前記蓋部材の円周部には、折り曲げた前記蓋部材を固
定する固定手段が設けられていることを特徴とする。
　このように、蓋部材の円周部に固定手段を設けることにより、テーブル上で袋体が露出
してしまうことを抑制することができる。
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【００１５】
　本発明の好ましい実施形態では、前記蓋部材の円周部が嵌り込む開口部を有するカップ
本体をさらに備え、このカップ本体の開口部周辺には、前記蓋部材の円周部を支持する段
部が設けられていることを特徴とする。
　このように、カップ本体に段部が設けられていることにより、蓋部材がカップ本体の底
部に落ちてしまうことを防ぐことができる。
【００１６】
　本発明の好ましい実施形態では、前記蓋部材は、シート状部材と、前記押圧部となる板
状部材と、を有し、前記シート状部材は、塑性変形が可能な材料により形成されているこ
とを特徴とする。
　このように、板状部材を設けることにより、袋体を効率良く押圧することができ、容易
に水切りを行うことができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、茶葉を蒸らすことができ、袋体の水切りを容易に行うことができる、蓋部材
付ティーバッグを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態１に係る蓋部材付ティーバッグの斜視図である。
【図２】本発明の実施形態１に係る蓋部材付ティーバッグの蓋部材を示す図である。
【図３】本発明の実施形態１に係る蓋部材付ティーバッグのカップ部材を示す図である。
【図４】本発明の実施形態１に係る蓋部材付ティーバッグの使用方法を示す図である。
【図５】本発明の実施形態１に係る蓋部材付ティーバッグの使用方法を示す図である。
【図６】本発明の実施形態１に係る蓋部材付ティーバッグの使用方法を示す図である。
【図７】本発明の実施形態２に係る蓋部材付ティーバッグの斜視図である。
【図８】本発明の実施形態２に係る蓋部材付ティーバッグの蓋部材を示す図である。
【図９】本発明の実施形態２に係る蓋部材付ティーバッグの使用方法を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態２に係る蓋部材付ティーバッグの使用方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明を図面に示した好ましい実施形態１及び実施形態２について詳細に説明す
る。本発明の技術的範囲は、添付図面に示した実施形態に限定されるものではなく、特許
請求の範囲に記載された範囲内において、適宜変更が可能である。
【００２０】
　＜実施形態１＞
　本発明の実施形態１に係る蓋部材付ティーバッグは、カップ本体４１の開口部４１ａを
塞ぐ蓋部材１と、この蓋部材１に吊紐３を介して吊設される袋体２と、この蓋部材１と袋
体２を収納するカップ部材４と、を備えている（図１参照）。
　図１は実施形態１に係る蓋部材付ティーバッグを示しており、図１（ａ）はカップ本体
４１に高温水Ｗを注いでいる様子の斜視図を、図１（ｂ）は蓋部材１をカップ本体４１の
開口部４１ａに取り付けて開口部４１ａを塞ぎ茶葉の成分を抽出している様子の斜視図を
、それぞれ示している。
　また、高温水Ｗは、水に限られず、温めたミルク等であっても良い。
【００２１】
　蓋部材１は、表面及び裏面を有する概略円盤状に形成されており、カップ本体４１の開
口部４１ａの内周に嵌り込む大きさに設定されている。この蓋部材１には、この蓋部材１
を半折にする折り線１１と、この折り線１１上に設けられる貫通孔１２と、蓋部材１の表
面を垂直方向に押圧する押圧部１３と、半折された蓋部材１を固定する固定手段１４と、
蓋部材１を持ち上げる際に摘むつまみ１５と、を備えている（図２（ａ）参照）。
【００２２】
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　折り線１１は、蓋部材１の折り曲げ位置を示す線であり、半折可能なよう蓋部材１の中
心部を通るように設けられていることが望ましい。この折り線１１は、折り曲げやすいよ
う薄肉に形成したり、破線を印刷する等して使用者が折り曲げる位置を示すように形成し
てもよい。また、この折り線１１は必ずしも中心部を通る必要は無く、また複数本設けら
れていても良い。
【００２３】
　貫通孔１２は、蓋部材１の表裏を貫通する穴であって、上述した折り線１１上に設けら
れており、より好ましくは蓋部材の中心部に設けられている。この貫通孔１２は、後述す
る吊紐３が挿通可能な大きさに形成されている。
【００２４】
　押圧部１３は、使用者の指が接触して蓋部材１の表面を垂直方向に押圧する領域であり
、蓋部材１の表面側に高さＨが設けられている（図２（ａ）参照）。図２（ａ）のＸ－Ｘ
線断面図に示されているように、押圧部１３は肉薄に形成されているが、肉厚に形成して
も良い。また、この高さＨが設けられた押圧部１３の円周箇所は、押圧時に沈み込むこと
が可能なよう構成されていることが望ましい。例えば、押圧部１３の円周箇所を変形可能
な材料で形成したり、アコーディオン状のヒダを設けることで、押圧時に沈み込む構成と
することができる。
【００２５】
　押圧部１３には、蓋部材１の裏面側に突出する押圧用凸部１３ａが設けられている。こ
の押圧用凸部１３ａは、押圧部１３の高さＨよりも小さい高さに形成されているが、蓋部
材１を半折して袋体２を押圧する際には、袋体２と接触可能な高さに設定されている。
　また、押圧部１３の表面側は、押圧用凸部１３ａに対応する箇所が凹んでおり、使用者
が押圧しやすい形状に形成されている。
【００２６】
　固定手段１４は、蓋部材１の円周位置に設けられ、固定用凸部１４ａと固定用凹部１４
ｂを有している。この固定用凸部１４ａと固定用凹部１４ｂとが凹凸嵌合することにより
、半折した蓋部材１同士が合わさった状態で固定される（図６（ｂ）参照）。この固定手
段１４としては、凹凸嵌合に限られず、慣用の固定手段を採用することができる。
【００２７】
　袋体２は、半折した蓋部材１に収納可能な大きさに形成されており、内部には茶葉が収
納されている。また、この袋体２の一部には吊紐３が接続されており、この吊紐３を介し
て蓋部材１と摺動可能に接続されている。
【００２８】
　吊紐３は、一端と他端を有する紐状に形成されており、一端には袋体２が接続され、他
端には摘み片３１が設けられている。この吊紐３は、蓋部材１の貫通孔１２に挿通されて
おり、摺動可能に構成されている。摘み片３１は、貫通孔１２より大径に形成されている
ために、吊紐３が貫通孔１２から抜けてしまうことが無いよう構成されている。
【００２９】
　カップ部材４は、カップ本体４１と、リッド４２とを有している（図３参照）。カップ
本体４１の開口部４１ａ周辺には段部４１ｂがカップの内側に円状に形成されており、蓋
部材１を取付けた際に、蓋部材１がカップ本体４１の底部方向に落ち込まないよう構成さ
れている（図３（ｂ）参照）。
　また、段部４１ｂを設けず、蓋部材１がカップの開口部４１ａを上から塞いでしまうよ
う構成しても良い。
　リッド４２は、カップ本体４１内に蓋部材１が収納された状態であっても、カップ本体
４１に装着することができる。
【００３０】
　次に実施形態１に係る蓋部材付ティーバッグの使用方法について、図１及び図４～６を
参照して詳細に説明する。
【００３１】



(6) JP 5920800 B1 2016.5.18

10

20

30

40

50

　まず、図１（ａ）に示すように、カップ本体４１に高温水Ｗを入れ、袋体２から茶葉の
成分を高温水Ｗに抽出する。この茶葉成分の抽出時には、図１（ｂ）に示すように、蓋部
材１をカップ本体４１の段部４１ｂの上に載せて開口部４１ａを塞ぐことにより、茶葉を
蒸らすことができる。
【００３２】
　その後、茶葉の成分を抽出し終わった際には、押圧部１３を指Ｆで押えながら、摘み片
３１を引き上げることで、袋体２が蓋部材１の裏面に接触する（図４（ａ）参照）。この
時、袋体２は吊紐３が挿通されている貫通孔１２に引き寄せられるため、袋体２は折り線
１１周辺に引き上げられる（図４（ｂ）参照）。そして、さらに摘み片３１を引くことで
、袋体２によって折り線１１部が裏側から押し上げるため、蓋部材１を容易に折り曲げる
ことができる。
【００３３】
　次に、折り曲げられた蓋部材１で、袋体２を挟み込んで押圧することにより、袋体２を
水切りする（図５参照）。この時、押圧用凸部１３ａが袋体２と接触させられるため、指
Ｆが押圧している押圧部１３と袋体２との間に空間が形成される（図５（ｂ）参照）。
【００３４】
　最後に、水切りした袋体２を半折した蓋部材１で包被する（図６参照）。すなわち、半
折した蓋部材１の裏側（内側）には、袋体２を収納可能な空間が形成される（図６（ｂ）
参照）。また、水切りを行った後、そのまま包被して袋体２を収納することができる。こ
の時、固定手段１４である固定用凸部１４ａと固定用凹部１４ｂを凹凸嵌合させることに
より、半折した蓋部材１が開いてしまわないように固定することができる。また、吊紐３
は半折した半月状の蓋部材１に巻き付けても良いし、蓋部材１の中に収納するようにして
も良い。
【００３５】
　本発明によれば、カップ本体４１の開口部４１ａを塞ぐ蓋部材１を備えることにより、
ティーポッドや蓋付き容器を用意することなく茶葉を蒸らすことができ、簡便に美味く茶
葉の成分を抽出することができる。
【００３６】
　また、本実施形態によれば、蓋部材１を折り線１１で半折にして、袋体２を挟んで押圧
することにより、袋体２の水切りを行うことができる。
　また、この蓋部材１は、袋体２を包被可能な大きさに形成されており、袋体２を完全に
収納することができるため、テーブルを汚したり受け皿を用意する必要が無く、後処理を
簡単に行うことができる。さらには、使用後の袋体２を人目に付かないようにすることが
でき、美感的にも好ましいティーバッグとすることができる。
【００３７】
　また、本実施形態によれば、袋体２には吊紐３が設けられ、この吊紐３が蓋部材１の折
り線１１上の貫通孔１２に挿通されている。そのため、吊紐３を引っ張り上げるだけで、
折り線１１周辺に袋体２を引き寄せることができる。すなわち、袋体２を押圧しやすい位
置に容易に移動させることができる。
　また、更に吊紐３を引っ張り上げることにより、袋体２が蓋部材１の折り線１１周辺を
裏側から押し上げて、蓋部材１を折り線１１に沿って容易に半折することができる。
【００３８】
　また、本実施形態によれば、押圧部１３に高さＨが設けられていることにより、半折し
た蓋部材１の裏側（内側）には、袋体２を収納可能な空間を形成される。そのため、袋体
２の水切りを行った後そのまま収納することができ、スムーズかつ容易に袋体２を蓋部材
１で包被することができる。
【００３９】
　また、本実施形態によれば、この押圧部１３の裏側に押圧用凸部１３ａが設けられてい
る。その結果、指Ｆが接触している押圧部１３と袋体２との間に空間が生じるため、指Ｆ
に伝わる熱を軽減させることができる。さらに、この押圧用凸部１３ａが設けられている
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ことで、袋体２を局所的に押圧することができ、効果的に水切りを行うことができる。
【００４０】
　また、本実施形態によれば、蓋部材１の円周部に固定手段１４が設けられているため、
テーブル上で袋体２が露出してしまうことがない。そのため、袋体２が露出することによ
って、テーブル上を汚してしまうことや、美感を損ねてしまうことを抑制することができ
る。
【００４１】
　また、本実施形態によれば、カップ本体４１をさらに備えているため、カップ等を用意
する必要が無く、高温水Ｗを注ぐだけで紅茶等を楽しむことができる。
　また、このカップ本体４１の開口部４１ａ周辺には、段部４１ｂが設けられているため
、蓋部材１がカップ本体４１の底部に落ちてしまうことを防ぐことができる。
【００４２】
　また、カップ部材４を備えずに、蓋部材１を市販のカップＣ等の開口部に直接取り付け
て使用することも当然に可能である。
【００４３】
＜実施形態２＞
　以下、本発明の実施形態２に係る蓋部材付ティーバッグについて、図７～図１０を参照
して詳細に説明する。この実施形態２に係る蓋部材付ティーバッグは、先の実施形態１に
係る蓋部材付ティーバッグとは異なる蓋部材５を備え、任意のカップＣに適用可能である
ことを特徴とする。そのため、実施形態２に係る蓋部材付ティーバッグは、カップ部材４
を備えていなくてもよい。なお、同実施形態において、先の実施形態と基本的に同一の構
成要素については、同一の符号を付してその説明を簡略化する。
【００４４】
　本発明の実施形態２に係る蓋部材付ティーバッグは、カップＣの開口部Ｃ１を塞ぐ蓋部
材５と、この蓋部材５に吊紐３を介して吊設される袋体２と、を備えている（図７参照）
。
　図７は実施形態２に係る蓋部材付ティーバッグを示しており、図７（ａ）は使用前の蓋
部材付ティーバッグの斜視図を、図７（ｂ）は蓋部材付ティーバッグを開封する様子の斜
視図を、図７（ｃ）はカップＣに高温水Ｗを注いでいる様子の斜視図を、図７（ｄ）は蓋
部材５をカップＣの開口部Ｃ１に覆い被せて開口部Ｃ１を塞ぎ茶葉の成分を抽出している
様子の斜視図を、それぞれ示している。
【００４５】
　蓋部材５は、カップＣの開口部Ｃ１を覆い被さって塞ぐことができるシート状部材５１
と、このシート状部材５１の表面に設けられる板状部材５２と、を有している。
【００４６】
　シート状部材５１は、開口部Ｃ１を覆うことができる大きさに形成され、このシート状
部材５１を半折にする折り線５３と、吊紐３が挿通させられる貫通孔５４と、を有してい
る。また、図示はしていないが、このシート状部材５１の裏側（開口部Ｃ１当接側）の円
周部には糊等の接着手段が設けられている。そのため、蓋部材付ティーバッグの使用前に
おいては、このシート状部材５１の中に袋体２が密封収納されている。
　また、このシート状部材５１は、塑性変形が可能な材料により形成されており、例えば
、アルミホイル等を例示することができる。
【００４７】
　板状部材５２は、熱伝導率の低い材料によって肉厚に形成されており、例えば、紙や段
ボール、プラスチック、又は、断熱性材料を例示することができる。この板状部材５２は
、図８（ａ）のＸＩ－ＸＩ線断面図に示されているように、シート状部材５１の表面に設
けられ、折り線５３を中心とした対称位置に設けられている。
【００４８】
　次に本実施形態に係る蓋部材付ティーバッグの使用方法について、図７、図９及び図１
０を参照して詳細に説明する。
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【００４９】
　まず、接着手段によって密封されたシート状部材５１を開封することにより、袋体２を
取り出す（図７（ａ）及び図７（ｂ）参照）。次に、カップＣに高温水Ｗを入れ（図７（
ｃ））、袋体２から茶葉の成分を高温水に抽出する（図７（ｄ））。この茶葉成分の抽出
時には、蓋部材５をカップＣの開口部Ｃ１に覆い被せて塞ぐことにより、茶葉を蒸らすこ
とができる。
【００５０】
　その後、茶葉の成分を抽出し終わった際には、摘み片３１を引き上げることで、袋体２
がシート状部材５１の裏面に接触する。この時、袋体２はシート状部材５１の中央部に設
けられた貫通孔５４に引き寄せられるため、袋体２が水切りに好ましい位置に移動させら
れる。また、貫通孔５４は折り線５３上に設けられているため、さらに摘み片３１を引く
ことで、シート状部材５１が折り線５３に沿って容易に折り曲げることができる。
【００５１】
　次に、折り曲げられた蓋部材５で、袋体２を挟み込んで押圧することにより、袋体２を
水切りする（図９参照）。そして、水切りした袋体２を半折したシート状部材５１で包被
する（図１０参照）。この時、シート状部材５１の円周部に設けられた接着部材でシート
状部材５１同士を接着させても良いし、シート状部材５１自体を折り曲げて留めるように
しても良い（図１０（ｂ）参照）
【００５２】
　本実施形態によれば、シート状部材５１が塑性変形可能な材料で形成されていることに
より、様々な種類のカップＣに適用することができる。すなわち、シート状部材５１は、
カップＣの開口部Ｃ１の大きさに合わせて塑性変形することができるため、様々なカップ
Ｃに適用してティーバッグを蒸らすことができる。
【００５３】
　また、本実施形態によれば、板状部材５２を設けることにより、袋体２を効率良く押圧
することができ、容易に水切りを行うことができる。すなわち、板状部材５２の表面の一
部を指Ｆで押圧すれば、板状部材５２の裏面全体で袋体２を押圧することができる。その
ため、塑性変形するシート状部材５１の表面に板状部材５２を設けることで、袋体２を効
率良く押圧して水切りを行うことができる。
　また、板状部材５２は熱伝導率の低い材料で形成されていることにより、指Ｆに伝わる
熱を軽減することができる。
【００５４】
　また、本実施形態の蓋部材５は、シート状部材５１の表面に板状部材５２を設けた簡単
な構成であるため、容易に製造することができる。
【符号の説明】
【００５５】
　１　　　　蓋部材
　１１　　　折り線
　１２　　　貫通孔
　１３　　　押圧部
　１３ａ　　押圧用凸部
　１４　　　固定手段
　１４ａ　　固定用凸部
　１４ｂ　　固定用凹部
　１５　　　つまみ
　２　　　　袋体
　３　　　　吊紐
　３１　　　摘み片
　４　　　　カップ部材
　４１　　　カップ本体
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　４１ａ　　開口部
　４１ｂ　　段部
　４２　　　リッド
　４２ａ　　飲み口
　５　　　　蓋部材
　５１　　　シート状部材
　５２　　　板状部材
　５３　　　折り線
　５４　　　貫通孔
　Ｆ　　　　指
　Ｗ　　　　高温水
　Ｃ　　　　カップ

 

【要約】　　　（修正有）
【課題】茶葉を蒸らすことができ、袋体の水切りを容易に行うことができる、蓋部材付テ
ィーバッグを提供する。
【解決手段】茶飲料をカップ内に抽出する際に用いられる蓋部材付ティーバッグであって
、前記カップの開口部を塞ぐ板状の蓋部材１と、この蓋部材１に吊設される茶葉を内包し
た袋体２と、を備え、前記蓋部材１は、この蓋部材１をを折り曲げる折り線を有し、この
蓋部材１は、折り曲げた際に前記袋体２を包被可能な大きさに形成されていることを特徴
とする構成となっている。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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