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(57)【要約】
本発明は、人間のケラチン物質をトリートメントするた
めの機器であって、機器は、トリートメントヘッド（１
３）およびハンドル（１２）を含み、ハンドル（１２）
は、人間のケラチン物質、特に、皮膚にヘッド（１３）
を適用するために、片手で機器を保持するためのもので
あり、機器は、塗布されることとなる製品を含有するリ
フィル（２０）を保持するためのハウジング（３０）を
有しており、ハンドルおよびトリートメントヘッドは、
エルボを形成しており、ハウジング（３０）は、実質的
にトリートメントヘッドに沿って配向され、トリートメ
ントヘッドの反対側の方向に開口しており、リフィルは
、計量された量の製品をディスペンスするために、ユー
ザーによって作動させられるように配置されている、機
器に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人間のケラチン物質をトリートメントするための機器であって、前記機器は、トリート
メントヘッド（１３）およびハンドル（１２）を含み、前記ハンドル（１２）は、前記人
間のケラチン物質、特に、皮膚に前記ヘッド（１３）を適用するために、片手で前記機器
を保持するためのものであり、前記機器は、塗布されることとなる製品を含有するリフィ
ル（２０）を保持するためのハウジング（３０）を有しており、前記ハンドルおよび前記
トリートメントヘッドは、エルボを形成しており、前記ハウジング（３０）は、実質的に
前記トリートメントヘッドに沿って配向され、前記トリートメントヘッドの反対側の方向
に開口しており、前記リフィルは、１用量分の製品をディスペンスするために、ユーザー
によって作動させられるように配置されている、機器。
【請求項２】
　前記リフィルは、ポンプを一体化しており、前記ポンプは、前記リフィルがそのハウジ
ングの内側の適切な場所にあるときに、前記リフィルを押圧することによって作動させら
れる請求項１に記載の機器。
【請求項３】
　前記リフィルは、前記機器の上に装着されており、前記リフィルの底部（２８）を押圧
することによって前記ユーザーが前記ポンプを作動させることを可能にするために、それ
が前記ハウジングの中を軸線方向に移動することができるようになっている請求項２に記
載の機器。
【請求項４】
　前記ハウジングの長手方向軸線、および、前記ハンドルの長手方向軸線は、３０°から
９０°の間の角度（α）を成している請求項１乃至３のいずれか一項に記載の機器。
【請求項５】
　前記トリートメントヘッド（１３）は、前記トリートメントされる領域の中の前記皮膚
を電流にさらすために配置されている請求項１乃至４のいずれか一項に記載の機器。
【請求項６】
　前記ハウジング（３０）は、前記ハンドルと前記トリートメントヘッドとの間に形成さ
れた前記エルボにつながっている請求項１乃至５のいずれか一項に記載の機器。
【請求項７】
　前記リフィルは、内側に含有されている前記製品をディスペンスするためのノズル（２
７）を含み、前記機器は、前記リフィルが前記機器の内側の適切な場所にあるときに、デ
ィスペンシングノズルとの流体接続を確立するように配置されており、前記リフィルから
出てくる前記製品を前記トリートメントヘッドの上の１つまたは複数のディスペンシング
開口部へ導くようになっている請求項１乃至６のいずれか一項に記載の機器。
【請求項８】
　前記リフィル（２０）は、それが前記ハウジング（３０）の内側の適切な場所にあると
きに、前記ハウジング（３０）の外側に突出する請求項１乃至７のいずれか一項に記載の
機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人間のケラチン物質、特に、皮膚をトリートメントするための機器であって
、製品が、機器の上のリフィル（refill）から皮膚の上に塗布される、機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、より具体的には、それに限定されないが、トリートメントされる領域が、機
器によって発生させられる電流にさらされ、機器によってディスペンスされてケラチン物
質の上に塗布される製品の作用を促進させるようになっている、機器に関する。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　リフィルの設置および容易な除去、ならびに、ユーザーによって測定される量の、リフ
ィルから抽出される製品のディスペンシングの両方を可能にすることが必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、人間のケラチン物質をトリートメントするための機器であって、機器は、ト
リートメントヘッドおよびハンドルを含み、ハンドルは、人間のケラチン物質、特に、皮
膚にヘッドを適用するために、片手で機器を保持するためのものであり、機器は、塗布さ
れることとなる製品を含有するリフィルを保持するためのハウジングを有しており、ハン
ドルおよびトリートメントヘッドは、エルボを形成しており、ハウジングは、実質的にト
リートメントヘッドに沿って配向され、トリートメントヘッドの反対側の方向に開口して
いる、機器によって、この目的に応答し、それを実現することを目標とする。リフィルは
、１用量分の製品をディスペンスするために、ユーザーによって作動させられるように配
置されている。
【０００５】
　好ましくは、リフィルは、ポンプを一体化しており、ポンプは、リフィルがそのハウジ
ングの内側の適切な場所にあるときに、リフィルを押圧することによって作動させられる
。
【０００６】
　本発明は、ハウジングが機器の外側からアクセス可能であるので、リフィルの設置およ
び容易な除去を可能にする。それに加えて、リフィルがポンプを含み、製品をディスペン
スするためにポンプがユーザーによって作動させられるという事実は、機器の生産を簡単
にし、また、ポンプ故障が機器を使用不可能なものにし得るというリスクを低減させる。
その理由は、このケースでは、リフィルが単に交換されなければならないだけであるから
である。
【０００７】
　好ましくは、リフィルは、機器の上に装着されており、リフィルの底部を押圧すること
によってユーザーがポンプを作動させることを可能にするために、それがハウジングの中
を軸線方向に移動することができるようになっている。
【０００８】
　ハウジングの長手方向軸線、および、ハンドルの長手方向軸線は、１０°から９０°の
間の角度（α）、好ましくは、３０°から９０°の間の角度（α）を成すことが可能であ
り、それは、機器を人間工学的なものにしている。
【０００９】
　トリートメントヘッドは、トリートメントされる領域の中の皮膚を電流にさらすために
配置され得、機器は、好ましくは、電気泳動機器である。
【００１０】
　ハウジングは、ハンドルとトリートメントヘッドとの間に形成されたエルボにつながっ
ていることが可能である。
【００１１】
　リフィルは、内側に含有されている製品をディスペンスするためのノズルを含むことが
可能であり、機器は、リフィルが機器の内側の適切な場所にあるときに、ディスペンシン
グノズルとの流体接続を確立するように配置され得、リフィルから出てくる製品をトリー
トメントヘッドの上の１つまたは複数のディスペンシング開口部へ導くようになっている
【００１２】
　リフィルは、好ましくは、それがハウジングの内側の適切な場所にあるときに、ハウジ
ングの外側に突出する。
【００１３】
　本発明は、非限定的な例示的な実装形態の以下の詳細な説明を読むことによって、およ
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び、添付の図面を検討することによって、より良好に理解され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】リフィルが機器の内側の適切な場所に置かれつつある時点の、本発明によるトリ
ートメント機器の斜視図の概略表現である。
【図２】リフィルが機器の内側の適切な場所へ置かれている、図１と同様の図である。
【図３】リフィルを別々に表す図である。
【図４】図３のリフィルの詳細を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１および図２に表されている、本発明によるトリートメント機器１０は、ケース１１
を含み、ケース１１は、角度付きの形状を有しており、ハンドル１２およびトリートメン
トヘッド１３を備えており、ハンドル１２は、ユーザーの手の中に保持されることが意図
されており、トリートメントヘッド１３は、軸線Ｘに沿って延在しており、軸線Ｘは、ハ
ンドルの長手方向軸線Ｙと角度αを成している。この角度αは、たとえば、１０°から９
０°の間にあり、機器の容易なハンドリングを可能にするようになっている。
【００１６】
　ケース１１は、電子回路（表されていない）を収容しており、電子回路は、機器１０の
動作の間にトリートメントされる領域の中に電流を発生させ、機器１０は、場合によって
は、電気泳動機器である。少なくとも１つの電極（見ることはできない）は、製品がトリ
ートメントヘッド１３によってディスペンスされる前に、機器の内側の製品と接触して設
置され得る。また、機器は、対電極を含むことが可能であり、対電極は、たとえば、ユー
ザーの手と接触しており、トリートメントされる領域の中に、電極と対電極との間に循環
する電流を確立することを可能にするようになっている。好ましくは、リフィルの中に含
有されている製品（それは、好ましくは、化粧品組成物または皮膚科組成物である）は、
電気を伝導する。
【００１７】
　また、ケース１１は、１つまたはいくつかの再充電不可能なまたは再充電可能なバッテ
リーなどのような、電源を収容することが可能である。
【００１８】
　図３は、リフィル２０を別々に表しており、リフィル２０は、機器の中で使用されるよ
うに意図されており、また、塗布されることとなる製品を含有している。
【００１９】
　リフィル２０は、貯蔵部を形成する本体部２１およびディスペンシングヘッド２３を含
み、ディスペンシングヘッド２３は、最初の使用の前に、保護キャップ２４を装備してい
ることが可能であり、保護キャップ２４は、次いで、リフィル２０が機器１０の内側の適
切な場所に入れられる前に除去される。
【００２０】
　図４は、ディスペンシングヘッド２３の詳細を表しており、保護キャップ２４が取り外
されている。
【００２１】
　ディスペンシングヘッド２３は、ディスペンシングカニューレ２７を支持するモバイル
エレメント２６を含み、ディスペンシングカニューレ２７は、トリートメントヘッド１３
の中に設けられている対応するハウジングとシール可能に係合し、リフィル２０によって
ディスペンスされる製品が、トリートメントヘッド１３の中に設けられている１つまたは
複数のディスペンシング開口部に到達するようになっている。
【００２２】
　エレメント２６は、リフィル２０の中に含有されているポンプメカニズムを作動させ、
そのようなポンプは、場合によっては、市場で見られる化粧品ボトルを装備しているもの
と同様である。
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【００２３】
　リフィル２０は、機器１０のハウジング３０の中に保持され、このハウジングは、ヘッ
ド１３の長手方向軸線に対して平行な長手方向軸線を有しており、上部および背面の両方
において開口している。したがって、ハウジング３０は、トリートメントヘッド１３とハ
ンドル１２との間の接合部によって形成されたエルボの外側表面につながっている。
【００２４】
　リフィル２０は、その長手方向軸線に沿ってスライドする可能性を有する状態で、ハウ
ジング３０の中に保持されており、リフィルの底部２８を押圧することによって、ユーザ
ーがリフィルを前方に向けて押すことを可能にするようになっており、したがって、リフ
ィルの本体部に対するエレメント２６の変位を引き起こし、したがって、リフィルの中に
一体化されているポンプを作動させる。このように、図２の中の矢印Ｆにしたがって押す
ことによって、ユーザーは、トリートメントヘッドの中の１用量分の製品をディスペンス
することが可能である。ユーザーが押すことを止めたときには、リフィルは、ポンプの中
に一体化されている戻りバネによって後方へ連れ戻される。したがって、ユーザーは、リ
フィル２０に作用することによって、実施されるトリートメントにしたがって必要なだけ
多くの用量の製品をディスペンスすることが可能である。
【００２５】
　機器は、有利には、製品に対する必要性を検出するように配置されており、また、たと
えば、１つまたは複数のインジケーター（図の中に見ることはできない）によって、視覚
的な信号、聴覚的な信号、または振動信号を発することによって、ユーザーに警告するよ
うに配置されている。したがって、１用量分の製品をディスペンスすることを信号がユー
ザーに求めるときにいつでも、ユーザーは、以前に説明されているように、リフィル２０
に作用することが可能である。
【００２６】
　製品に対する必要性は、たとえば、電極と対電極との間の回路のインピーダンスを測定
することによって決定され、それは、機器とトリートメントされるケラチン物質との接触
の品質、トリートメントヘッドとトリートメントされるケラチン物質との間の界面におけ
る製品の不十分な量を表している可能性のある不十分な電気伝導についての情報を提供す
ることが可能である。
【００２７】
　リフィル２０の底部２８は、非円形の輪郭、特に、楕円形の輪郭を有する形状を与えら
れ得、底部２８は、トリートメントヘッド１３の長手方向軸線Ｘに対して垂直でない平面
の中に延在することが可能であり、ユーザーによって、特に、親指を用いて、底部２８を
押すことを促進させるようになっている。底部２８は、とりわけ、リフィル２０が適切な
場所にあるときに、ハンドルの長手方向軸線Ｙに対して平行な平面にしたがって実質的に
延在することが可能である。
【００２８】
　有利には、このケースでは、リフィル２０が、ハウジング３０の中に配向される様式で
配置されるように、たとえば、リフィル２０の底部２８を画定する楕円の長軸が、ハンド
ルの長手方向軸線Ｙと同一平面上にある平面の中に配向される状態で配置されるように、
機器１０およびリフィル２０は構成されている。
【００２９】
　本発明は、たった今説明されてきた例に限定されない。
【００３０】
　とりわけ、リフィルは、製品をディスペンスするためにユーザーが押圧する可撓性の壁
部を含むことが可能である。
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【国際調査報告】
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