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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
物質を睫又は眉毛全体（フリンジ）に施与するためのアプリケーターにおいて、
・柄、
・該柄に接続され、長手方向軸にそって延びる支持部、及び
・該支持部上に配置され、該長手方向軸に対して実質的に横方向に延びる複数のアプリケ
ーター要素
を含み、該長手方向軸がフリンジに対して実質的に接線方向に延びているとき、該アプリ
ケーター要素が、支持部の長手方向軸に沿って、睫又は眉毛フリンジの４分の１以下と同
時に接触できるような長さに亘って続いており、アプリケーター要素が少なくとも１列に
配置されており、アプリケーター要素の自由端を連結する線は、側面から観察されたとき
、少なくとも部分的に、三角形、円形又は弾丸形を呈し、アプリケーター要素が、支持部
に沿って０．１ｃｍ～１ｃｍの範囲の距離ｄに亘って続いており、アプリケーター要素と
支持部とが単一部品として製造されていることを特徴とするアプリケーター。
【請求項２】
アプリケーター要素の数が９未満であることを特徴とする、請求項１に記載のアプリケー
ター。
【請求項３】
柄の長手方向軸が、支持部の長手方向軸に対して角度をなし、該角度が５°～４５°の範
囲であることを特徴とする、請求項１又は２に記載のアプリケーター。
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【請求項４】
支持部の長手方向軸が曲線状であることを特徴とする、請求項３に記載のアプリケーター
。
【請求項５】
アプリケーターの遠位端から始まる最短のアプリケーター要素の自由端及び上記最短のア
プリケーター要素により近い最長のアプリケーター要素の自由端を通過する直線Ｄ１と該
最長アプリケーター要素の自由端を通過する、支持部の長手方向軸に対する法線Ｎ１との
間の角度γ1、及びアプリケーターの近位端から始まる最短のアプリケーター要素の自由
端及び上記最短のアプリケーター要素により近い最長のアプリケーター要素の自由端を通
過する直線Ｄ２と該最長アプリケーター要素の自由端を通過する、支持部の長手方向軸に
対する法線Ｎ２との間の角度γ２が、２５°～６０°の範囲である、請求項１に記載のア
プリケーター。
【請求項６】
角度γ１及びγ２が、４３°であることを特徴とする、請求項５に記載のアプリケーター
。
【請求項７】
アプリケーター要素が、異なる方向に延びている少なくとも２列に配置されていることを
特徴とする、請求項１に記載のアプリケーター。
【請求項８】
アプリケーター要素の高さが１ｍｍ～３ｍｍの範囲であることを特徴とする、請求項１に
記載のアプリケーター。
【請求項９】
睫又は眉毛全体への物質を収容し、施与する装置において、該装置が、
・該物質を含む容器、
・請求項１において定義されたアプリケーター、及び
・ワイパー部材
を含む装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は睫又は眉毛へ物質、特にマスカラを施与するためのアプリケーターに関する。
【背景技術】
【０００２】
種々のアプリケーターが、以下の特許出願：欧州特許出願公開第１０７０４６５号、欧州
特許出願公開第１０７０４６６号、欧州特許出願公開第１０７０４６７号、欧州特許出願
公開第１０７０４６８号、欧州特許出願公開第１１１５５０３号、欧州特許出願公開第１
１１５３０４号、欧州特許出願公開第１１１５３０５号、欧州特許出願公開第１１５７６
２９号、欧州特許出願公開第１１５７６３２号、欧州特許出願公開第１１６９９４１号、
及びフランス国特許出願第２８１０８６１号において提案されているが、それらの内容は
参照することにより本出願に取り込まれる。
【０００３】
フランス国特許出願公開第２５６４７１２号は、ハンドルと一体成形され、ハンドルの末
端の一から軸方向に延びる複数の剛毛又は歯を付与された長いハンドルを含む化粧料用ア
プリケーターを開示する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
新しいメークアップ効果が睫、及び／又は眉毛に得られること、特に物質が、例えば、睫
又は眉毛の単一の部分(singlepatch)にのみ堆積されることを可能にするアプリケーター
から利益を得る必要性がある。
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【０００５】
この種の施与に対する絵筆型のアプリケーターを使用することは、もしブラシが十分に拭
取られていないと、そのアプリケーターはその先端に一滴の物質を保持し、そのことは睫
上に塊を創るために、非常に満足できるというわけではない。
【０００６】
もしブラシが拭き取られすぎると、残っている物質の量は不十分ということになる。
【０００７】
フロック加工されたアプリケーターの使用は、良好な量の物質を得ることを可能にするが
、もしそのように所望されるならば、物質によりくっつき合うようになった睫を分離する
ことが困難である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明はその特徴の一において、物質を睫又は眉毛全体(a fringe of eyelashes or　eye
brows)に施与するためのアプリケーターを提供し、該アプリケーターは、
・柄、
・該柄に接続され、長手方向軸にそって延びる支持部、及び
・該支持部上に配置され、支持部の長手方向軸に対して実質的に横方向に延びる複数のア
プリケーター要素、必要であれば２つのみであり得る、
を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
アプリケーター要素は、支持部の長手方向軸がフリンジに対して実質的に接線方向に向け
られたとき、せいぜい、睫又は眉毛フリンジの４分の１、又は５分の１でさえ、又は６分
の１以下と同時に接触するように、アプリケーター要素は　支持部の長手方向軸に沿って
ある長さに渡って存在していてもよい。
【００１０】
睫又は眉毛のメークアップされた部分は、例えばフリンジの長さの４分の１、又は５分の
１、又は６分の１以下に相当する。
【００１１】
アプリケーター要素は、歯又／剛毛を含む。
【００１２】
本発明は、場合により睫を梳く作用をも実行しながら、適切に睫が被覆されることを可能
にする。
【００１３】
アプリケーター要素は、１又は複数の部分の睫、又は眉毛がメークアップされることを可
能とするのに十分短い長さに渡って支持部上で存在し、このようにして新しいメークアッ
プ効果が得られることを可能にする。
【００１４】
本発明は、睫に着色された部分、または縞を創ることを可能にする。例えば本発明により
、少なくとも異なる２色を用いて所与の睫フリンジをメークアップすることが可能である
。
【００１５】
本発明の意味において、用語「フリンジ(fringe)」は、瞼の目頭から目尻に沿って、上瞼
の睫、又は下瞼の睫、又はユーザーの目の一方又は他方の上の眉弓を意味するために使用
される。
【００１６】
例えば、アプリケーター要素は、約０．１センチメートル（ｃｍ）から１ｃｍの範囲の長
さ、例えば８ミリメートル(ｍｍ)以下、又は実に７ｍｍ又は６ｍｍの長さ、例えば約２ｍ
ｍ～５ｍｍの範囲の長さ、例えば２ｍｍ～３ｍｍの長さに渡って支持部上に存在していて
もよい。
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【００１７】
別の面において、本発明は、睫又は眉毛に物質を施与するためのアプリケーターを提供し
、該アプリケーターは
柄、
該柄に接続され、長手方向軸に沿って延びている支持部、及び
支持部上に配置された少なくとも１列のアプリケーター要素、特に歯により構成されたア
プリケーター要素、
を含み、列の各アプリケーター要素は、支持部の長手方向軸に対して実質的に横方向に延
び、列の最も遠いアプリケーター要素の間に沿って単調でない様式で変化する長手方向軸
から距離をおいて自由端を有する。
【００１８】
本発明の意味において、用語「単調でない様式で変化する」は、アプリケーター要素の自
由端を連結する線が、少なくとも１の極点、例えば最大値を通過する、支持部の長手方向
軸からの距離を示すことを意味すると理解されるべきである。
【００１９】
アプリケーター要素の列における最大値の存在は、アプリケーター要素が睫に累進的に侵
入することを可能とし、それにより部分をメークアップすることをより容易する。
【００２０】
列中のアプリケーター要素の数、特に歯の数は、例えば３～９、好ましくは３～８、特に
３～７であり得る。
【００２１】
実施態様において、支持部及びアプリケーター要素は、特に成形又はマシンニングにより
単一部品として製造される。変形において、アプリケーター要素は支持部にはめ込まれて
もよい。
【００２２】
支持部及び柄は、特に成形により単一部品として製造され得、又は変形においては、支持
部は柄にはめ込まれてもよい。そのような状況下では、支持部は柄中のハウジング部に嵌
合するように配置されたエンドピースを含んでいてもよい。
【００２３】
柄は、支持部の長手方向軸とは異なる長手方向軸に沿って延びていてもよい。そのような
状況下では、柄の長手方向軸及び支持部の長手方向軸、特にアプリケーター要素を有する
それらの部分は、５°～４５°、特に１５°～２５°の範囲の角度、例えば約２０°の角
度をそれらの間になし得る。この配置は、睫に物質を施与する間にアプリケーターを扱う
ことをより快適することができる。支持部の長手方向軸は、例えば曲線、又は直線であっ
てもよい。
【００２４】
変形において、柄は支持部の長手方向軸と一致する長手方向軸に沿って延びていてもよい
。
【００２５】
アプリケーター及び／又は支持部は、少なくとも部分的には、可撓性がある、又は剛直で
ある物質、特に少なくとも部分的には、熱可塑性物質、エラストマー、又は熱可塑性エラ
ストマー物質から、特に成形により製造されていてもよい。アプリケーターが少なくとも
部分的に、木、又は金属、又はさらに他の物質から、特にマシンニングにより製造される
ことは、本発明の限界を超えない。
【００２６】
支持部が弾性的に変形可能な物質からできているとき、支持部の一方の側は好適に拭かれ
ることを可能にすることができる。
【００２７】
柄及び支持部は場合により異なる物質から製造されていてもよい。
【００２８】
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アプリケーターが側面から観察されたとき、アプリケーター要素の自由端を連結する線は
、少なくとも１の極点、特に最大値を通過する、支持部の長手方向軸からの距離を有して
もよく、そのようにしてアプリケーターが睫の中に累進的に侵入することを可能にする。
【００２９】
上述した線は、特に少なくとも部分的に、尖っている形、特に三角形、又は丸みを帯びた
形、特に円形又は弾丸形を有してもよい。
【００３０】
上述した線のプロフィールがなんであれ、最大値又は最小値があるとき、第一に、該最大
値にかかる最も長いアプリケーター要素、及び最も長いアプリケーター要素に最も近いも
のにかかる最も短いアプリケーター要素の自由端を連結する直線と、第二に、支持部の長
手方向軸に対する法線、該法線は最も長いアプリケーター要素の自由端を通過する、との
間に形成される角度は、例えば、約２５°～約６０°、特に２５°～５０°、特に２５°
～４５°の範囲、例えば３０°～４５°の範囲、例えば約４３°である。
【００３１】
支持部の長手方向軸からの上述した線の距離は、２以上の極点を通過してもよい。
【００３２】
アプリケーター要素は、１列又は少なくとも２列に配列され得る。少なくとも２列あると
きは、１列目のアプリケーター要素、及び２列目のアプリケーター要素は、異なる方向に
延びていてもよく、あるいは変形においては、平行に延びていてもよい。２つの列は例え
ば支持部に対して互いに実質的に反対に.配置され得る。
【００３３】
アプリケーター要素の高さは約０．５ｍｍ～約１０ｍｍ、特に、例えば、約１ｍｍ～約３
ｍｍの範囲であり得る。
【００３４】
アプリケーター要素が少なくとも１列に配置されているとき、その列は、分離面のどちら
かの側で少なくとも部分的に交互に延びている一続きのアプリケーション部品を含んでい
てもよい。
【００３５】
アプリケーター要素は、並んでいる、又は並んでいない基部を有しうる。
【００３６】
アプリケーター要素が少なくとも１列に配置されているとき、該列は直線的である軸に沿
って延びていてもよい。アプリケーター要素は、中央の芯のいずれかの側で交互であって
もよい。
【００３７】
またアプリケーター要素が少なくとも１列に配置されているとき、その列は、少なくとも
一部が、分離面のいずれかの側に交互に配置されている一連のアプリケーター要素を含ん
でいてもよく、２つの隣り合うアプリケーター要素は、側面から観察されたとき、接触又
は重なる隣接する部分を有し、それらの間に睫を受け入れるのに適するノッチを形成する
。
【００３８】
アプリケーター要素は、櫛又はブラシを構成し得る。
【００３９】
アプリケーターがブラシを構成するとき、支持部は、径の小さい、特に０．７ｍｍ未満、
画０．２ｍｍ～０．６ｍｍ、よりよくは０．３～０．５ｍｍの範囲の２本の、一緒に撚ら
れた針金をふくんでいてもよい。
【００４０】
またブラシを構成するアプリケーターの場合、アプリケーター要素は、小さい径、例えば
８／１００ｍｍ以下、よりよくは６／１００ｍｍ以下の剛毛であってもよい。
【００４１】
ブラシが撚られた芯を有するとき、ブラシ中の撚回転数は、例えば３～６の範囲であり得
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る。撚られた芯を有するブラシの場合、剛毛は２つのらせん状シートの芯から延びていて
もよい。ブラシの撚回転数は、芯の周りの２つのシートの撚回転の合計に相当する。撚ら
れた芯の部分は、特に支持部及び柄の間の結合部の近辺において剛毛を有しない。
【００４２】
ブラシの包絡表面(envelope surface)の断面は、円形、四角形、又は他の形であり得る。
【００４３】
ブラシは２つの櫛の形の包絡表面を有する。包絡表面は、ブラシの遠末端又は近末端の横
に設置されている櫛のより大きい基部を有する円錐形、又は円錐形台であり得る。
【００４４】
例えば本発明は、物質を睫及び／又は眉毛に施与するためのブラシであって、該ブラシは
撚られた芯、及び該芯から延びる剛毛を含み、撚回転数は６以下であるブラシをもまた提
供する。
【００４５】
別の面において、本発明は物質を睫及び／又は眉毛に施与するためのブラシであって、該
ブラシは芯及び該芯から延びる剛毛を含み、剛毛を有するブラシの部分の長さが８ｍｍ以
下、よりよくは７ｍｍ以下、又は６ｍｍ以下でさえあるブラシを提供する。
【００４６】
別の面において、本発明は、物質を睫及び／又は眉毛に施与するためのブラシであって、
該ブラシが、芯、および芯から延びる剛毛を含み、該剛毛は、実質的に円錐台形、円錐形
、又は円錐を２つ合わせた形の包絡表面により囲まれ、ブラシの最大断面積を含む面と、
該面との交点におけるブラシの包絡表面に対する接線との間に形成される最小の角度が、
２０°～６０°、特に２５°～５０°、例えば３０°～３５°の範囲であるところのブラ
シを提供する。
【００４７】
別の面において、本発明は、物質を睫及び／又は眉毛に施与するためのブラシであって、
該ブラシは芯及び芯から延びる剛毛を含み、ブラシの包絡表面が、実質的に円錐形を２つ
合わせた形を有し、切頭円錐形間の接続部の頂点における角度が１２０°以下、又はさら
に９０°以下であるブラシを提供する。
【００４８】
例えば、本発明は、物質を睫及び／又は眉毛に施与するための櫛であって、該櫛は、支持
部の長手方向軸に対して横向きに延びる歯を有する支持部を含み、長手方向軸に沿う最も
端の歯の間の距離は、８ｍｍ以下、よりよくは７ｍｍ以下、また６ｍｍ以下である櫛を提
供する。
【００４９】
例えば、本発明は、物質を睫及び／又は眉毛に施与するための櫛であって、該櫛は、支持
部及び該支持部の長手方向軸に対して横向きに延びる歯を含み、第一の長さを有する最長
の歯、及び第二の長さを有する最短の歯を有し、櫛における第一の長さ：第二の長さは１
．３以上である櫛をもまた提供する。
【００５０】
例えば、本発明は、物質を睫及び／又は眉毛に施与するための櫛であって、該櫛は、支持
部の長手方向軸に対して横向きに延びる歯を有する支持部を含み、最短の歯の自由端を最
長の歯の自由端に連結する直線と、最長の歯の自由端を通過する支持部の長手方向軸に対
する垂線との間に形成される角度が２０°～６０°の範囲である櫛をもまた提供する。
【００５１】
別の面において本発明は、睫及び／又は眉毛全体に施与するための物質を収容し、施与す
る装置をもまた提供し、該装置は、
・該物質を含む容器、及び
・アプリケーター、特に、上述されたようなブラシ又は櫛
を含む。
【００５２】
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本発明の装置はワイパー部材を含み得る。例えばワイパー部材は、気泡材料の固まり、例
えば、開いた、又は閉じたセルを有する、フロッキングあり、又はなしのフォームを含み
得る。変形において、ワイパー部材は、非気泡材料、場合によってフロック化されていて
もよい、例えばエラストマー又はポリオレフィンを含み得る。そのような状況下では、特
にワイパー部材は、例えば柄を拭くために配列された、少なくとも１のスロット及び／又
はリップを含み得る。
【００５３】
好ましくは、該装置がワイパー部材を含むとき、アプリケーターの支持部はワイパー部材
を通過しやすくするように形づくられ、この目的のために、例えば丸みを帯びた鼻を正面
において、後ろに膨らみを含み得る。
【００５４】
アプリケーターの柄は、ハンドル部材としてもまた機能することのできる容器のための閉
じ蓋に接続され得、装置が閉じられた位置にあるときは、アプリケーターは容器の中に収
容され得る。
【００５５】
該物質はマスカラであり得、例えば黒色のマスカラ、又は黒以外の色、又は任意の他の化
粧料、又は睫又は眉毛への施与に適合されたケア製品 であってもよい。該物質は液状、
又はペーストの形態であり得る。該物質は、固体の形態、適切である場合には、例えばケ
ーキの形態であってもよい。
【００５６】
本発明の装置は、何か他の物質を含むための追加の容器、及び該他の物質を施与するため
の追加のアプリケーターを含んでいてもよい。 該他の物質は容器に含まれる物質とは異
なっていてもよい。追加のアプリケーターは、例えばブラシ、又は櫛を構成してもよい。
【００５７】
本発明の実施態様において、装置は例えば黒い色、又は黒以外の色を有するマスカラにか
かる本発明のアプリケーター、及び別のアプリケーター、例えば、それぞれ黒以外、又は
黒である色のマスカラにかかるブラシ又は櫛を含んでいてもよく、例えば２つのアプリケ
ーターは、使用するとき互いに固定されている。
【００５８】
別の面において、本発明は化粧料で睫又は眉毛をメークアップする方法をもまた提供し、
該方法は、上で定義されたアプリケーターを使用して、該物質を睫又は眉毛の少なくとも
１の部分上に施与する工程を含む。
【００５９】
該方法は、部分のメークアップにおける使用のための化粧料とは異なる別の化粧料で、睫
又は眉毛をメークアップすることからなる前段階を含み得る。
【００６０】
本発明は、以下の本発明の非制限的な実施態様の詳細な説明を読み、及び添付の図面を調
べると、よりよく理解され得る。
【００６１】
図１～４に示された装置は、化粧料Ｐ，例えばマスカラの供給源を含む容器２、及び長手
方向軸Ｘの柄４を有するアプリケーター３を含む。
【００６２】
柄４は、複数のアプリケーター要素６を有する支持部５を１つの末端に付与されており、
反対の末端において柄４は、容器２を閉め、またハンドル部を構成する閉じ蓋７に連結さ
れている。
【００６３】
閉じ蓋７は、容器２のネック１１にねじ込むためのねじ筋を内部に有し（見えない）、該
ネックは外側にねじ筋を含む。
【００６４】
記載された実施例において、容器２は、柄４を拭き取るように配置されたワイパーリップ
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９を有するネック１１に嵌合されたワイパー部材８、及びアプリケーター要素６を有する
支持部５を有する。
【００６５】
必要に応じて、ワイパー部材８は、アプリケーター要素６が通過するときに変形するよう
にされ得る。
【００６６】
ワイパー部材８は、射出成形、例えばポリオレフィンを用いることにより製造され得る。
【００６７】
容器２は、使用されていないとき、閉じ蓋７をネック１１にねじ込むことにより漏れのな
い様式で閉じられる。
【００６８】
示された実施例において、アプリケーター３は櫛を含み、アプリケーター要素６は歯によ
り構成される。支持部５は、長手方向軸Ｙに沿って延び、特に図３において示されるよう
に、柄４の長手方向軸Ｘに対してゼロではない角度αをなす。この角度αは、例えば５°
～４５°の範囲であり得る。
【００６９】
記載された実施例において、アプリケーター要素６、例えば６つの部材は、列１０に配置
される。
【００７０】
アプリケーター要素６は、様々な配置において支持部５の上に配置され得る。
【００７１】
示された実施例において、列１０は、分離面Ｓのいずれかの側にそれぞれ据えられた歯６
ａの第１のシリーズ及び歯６ｂの第２のシリーズを有し、分離面Ｓは、この場合、図３の
面に平行な、櫛の対称の中央の面であり、櫛を成形するための結合面(joint plane)をも
また構成し得る。
【００７２】
示された実施例において、歯６ａ及び６ｂは、支持部５の共通の芯１５の向き合った側に
交互に形成され、一種の骨格として作用し、歯の底の末端は該骨格に結合されている。
【００７３】
支持部５は、その正面において丸みを帯びた鼻１７を有し、容器２へ戻しやすくしている
。
【００７４】
ワイパー部材８が容器２から取り出されるときに通過しやすくするために、支持部５は、
後ろの末端に、膨らみ１８を有する。
【００７５】
各アプリケーター要素６は、自由端３０で終わる頂部２０、及び支持部５の芯１５から延
びる基部２２を有する。
【００７６】
記載された実施例において、アプリケーター要素６は、支持部５の軸に対して実質的に垂
直に延びる。
【００７７】
アプリケーター要素の自由端３０は、長手方向軸Ｙからある距離のところに据えられ、該
距離は列１０の両端のアプリケーター要素の間、例えば図３において左から右に沿って単
調でない様式で変化する。
【００７８】
図３に示された実施例において、アプリケーターが側面図において観察されるとき、自由
端３０を連結する線Ｌは、柄４の長手方向軸、及び上記の分離面Ｓに対して垂直な方向に
、実質的に三角形である形を有し、図面においては、２つの直線部分が、実質的に９０°
に等しい角度を形成する。
【００７９】
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この実施例において、一連のアプリケーター要素６は、同じ長さの２つの最長の歯６ａ及
び６ｂを有する。
【００８０】
この実施例において、アプリケーターの遠位端から始まる最短の部材の自由端、及び上記
最短の部材により近い最長の部材の自由端を通過する直線Ｄ１は、線Ｌの第１の直線部分
と一致する。
【００８１】
上記の最長のアプリケーター要素の自由端を通過する線Ｄ１及び軸Ｙに垂直な垂線Ｎ１の
間の角度γ１は、例えば２５°～６０°であり、例えば約４３°である。
【００８２】
支持部５の近位端から始まる最短のアプリケーター要素、及び最短の部材により近い最長
のアプリケーター要素を通過する線Ｄ２は、線Ｌの第２の直線部分と一致する。
【００８３】
線Ｄ２及びこの最長のアプリケーター要素の自由端を通る、軸Ｙに対する垂線Ｎ２の間に
形成される角度γ２は、角度γ１の値と同じ範囲にあり、例えば実質的にγ１と等しい。
線Ｌの部分間の頂点における角度は、１２０°以下、あるいは９０°以下でさえあり得る
。
【００８４】
アプリケーター要素６は、支持部５上で相対的に短い距離ｄに渡って続き、距離ｄは、特
に約０．１ｃｍ～約１ｃｍの範囲である。即ち、図２に示されるように、アプリケーター
３を用いて、瞼上の睫のすべてに触れることなく一度に睫の単一の部分（single patch）
をメークアップすることが可能である。例えばアプリケーター要素は、示されるように、
多くても、上瞼の睫の４分の１以下と同時接触することができる。
【００８５】
物質Ｐは、場合により既にメークアップされている睫又は眉毛に施与され得る。
【００８６】
該物質は、場合により、可逆なポリマー配合物、例えばビニル配合物を含み得る。物質Ｐ
は、湯に溶解する一方で、冷水に耐えうる。
【００８７】
物質Ｐは、黒、又は例えば着色されたマスカラにより構成され得る。それの配合は、下に
あるマスカラと混和性にし、例えばその結果、すでにメークアップされた睫の上に部分を
形成するように施与されるとき、睫の上に既に存在するマスカラを除去しない。
【００８８】
支持部５及びアプリケーター要素６は、実施例に示されるようにプラスチック材料を成形
することにより、単一の部品として一体的に製造される。支持部５は、図１０及び１１を
参照して、以下により詳細に記載されるような様式で、柄４にはめ込まれる。
【００８９】
記載された実施例において、図３におけるように櫛が側面から観察されたとき、２つの隣
り合うアプリケーター要素６の頂部２０は、実質的に芯１５に延びるノッチ２１をそれら
の間に残す。ノッチ２１は、例えば睫を分離する、睫を梳く、又は睫の表面に堆積された
物質を延ばすために睫をつかむことをより容易にする。
【００９０】
アプリケーター要素の長さ、及びそれらの間のギャップに従うことにより、アプリケータ
ーによって取り出された物質の総量に作用することが容易であることが理解される。
【００９１】
記載された実施例において、分離面の同じ側に据えられた、２つの隣り合うアプリケータ
ー要素６ａ又は６ｂの先端間の距離は、支持部５の軸Ｙに平行に、アプリケーター３の約
半分の高さにおいて測定されたアプリケーター要素の幅よりかなり大きい。
【００９２】
アプリケーター３が側面から観察されたとき、各アプリケーター要素６ａは、２つの隣接
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するアプリケーター要素６ｂ間の距離の実質的に半分に渡って続いている。
【００９３】
記載された実施例において、アプリケーター要素６の頂部２０はすべて、実質的に同じ方
向を向いている。
【００９４】
芯１５の同じ側に据えられた２つの隣り合うアプリケーター要素の基部２２は、互いに協
力して、及び芯１５とともに物質の供給源を保持できる空洞２３を形成する。
【００９５】
アプリケーター要素６ａ又は６ｂの間の空間は、アプリケーターが睫をつかむ能力を失う
ことなく取り上げることのできる物質の量を増加させるため、相対的に大きくてもよく、
これは、アプリケーター要素が斜めに置かれ、アプリケーター要素の頂部２０により形成
されたノッチ２１が十分に狭いままであることにより、可能である。
【００９６】
アプリケーター要素６は、本発明の範囲を超えることなく多くの構成を示すことができ、
特に頂部は異なる方法で配置されることができる。
【００９７】
アプリケーター要素６が支持部の５上で異なる様式で配置されることは、本発明の範囲を
超えない。
【００９８】
図５及び６は、列１０に沿って存在する複数、例えば７つの歯６を含むアプリケーターの
別の例を示す。図６において見られるように、歯６は整列している基部２２を有するが、
２つの隣り合う歯６ａ及び６ｂの頂部２０は拡大している。
【００９９】
図７は、支持部５の軸Ｙと一致する長手方向軸Ｘを有する柄４を製造することが可能であ
ることを示す。
【０１００】
図８において、柄４の長手方向軸Ｘとゼロでない角度αをなす長手方向軸Ｙを有する支持
部５が示され、図８における支持部の傾きの方向は、図１～４の支持部の傾きと反対であ
る。
【０１０１】
支持部５は、図９において示されるように例えばプラスチック材料を成形することにより
柄４と一体に製造され得る。しかし支持部５は、柄４に嵌め込まれルこともできる。
【０１０２】
図１０に示された実施例において、支持部５は、円形の溝３６を有する実質的に円筒状の
末端部３５を有する。柄４は、溝３６にカチッとはまるように配置された円形のビード３
８を有する相補的なハウジング３７を有する。
【０１０３】
末端部３５は柄４に強制的なはめ込みとしてもまた十分同様に受け入れられ得る。
【０１０４】
図１１の実施例において、支持部５の相補的なハウジング４１に受け入れられるように配
置されているのは、実質的に円筒状の末端部４０を有する柄４である。
【０１０５】
アプリケーター３を構成する歯の数は、６又は７未満であり、特に図１２にしめされたよ
うに、２本だけの歯６があり得る。歯はすべて同じ幅を有する必要はない。
【０１０６】
図１３～１７に示されるように、アプリケーター要素６の自由端３０を連結する線Ｌは、
図１～１１に示された以外の種々の形を有しうる。
【０１０７】
特に、線Ｌは、丸みを帯びていても良く、特に図１３に示されるように実質的に円形又は
図１４に示されるように弾丸形であってもよい。極点は、上に示されるように支持部５の
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実質的に中央に据えられていてもよいし、又は図１５に示されるように柄４のより近くで
あってもよく、又は図１６に示されるようにアプリケーターの遠位端に近くてもよい。支
持部５の長手方向軸Ｙからの線Ｌの距離は、図１７において示されるように、２つの極点
を通過してもよい。
【０１０８】
図１３において、支持部５は丸みを帯びた鼻１７及び／又は膨らみ１８を有する必要はな
いことが見られ得る。
【０１０９】
この図には、線Ｄ１及びＤ２，並びに最長のアプリケーター要素の自由端を通る支持部５
の長手方向軸Ｙに対する垂線Ｎもまた見られるが、そのうち、この例においては、１つし
かない。
【０１１０】
線Ｄ１及び法線Ｎの間に形成される角度γ１、及び線Ｄ２及び法線Ｎの間に形成される角
度γ２は、同じであっても異なっていてもよく、例えば上に与えられた値の範囲である。
【０１１１】
図１７の例において、第一の相対的な極点にかかるアプリケーター要素の自由端を通る法
線Ｎに対する角度γ１及びγ２、及び第二の相対的な極点に対応するアプリケーター要素
の自由端を通る法線Ｎに対する角度γ’１及びγ’２のすべてが定義されることができ、
これらの角度も同様に例えば上で与えられた値の範囲である。
【０１１２】
図１８は、支持部５が２列のアプリケーター要素、例えば支持部５の芯１５について互い
に反対に据えられた２列のアプリケーター要素を有することが可能であることを示す。ア
プリケーター要素は、列ごとに異なって存在していてもよく、詳細には、図１８において
示されるように、アプリケーター３が側面から観察されるとき、異なるプロフィールを有
してもよい。
【０１１３】
断面図において、芯１５は、図１９、２０、及び２２において示されるように、円形、又
は何か他の形、例えば平らな形、図２１に示されるように特に実質的に直線の形を有して
もよい。
【０１１４】
支持部５は、図１９に示されるように整列した１列の歯を有し得、又は異なる方向、例え
ば図２０に示されるように拡大する方向、又は図２１に示されるように平行な方向に延び
る複数の列の歯を有していてもよい。
【０１１５】
例えば、図２２は、支持部５の芯１５の周りにすべて配置された複数の列１０を有するア
プリケーターを示す。
【０１１６】
アプリケーター要素が側面から観察されたとき、アプリケーター要素６は、図１～２２に
おいて示されるように、少なくともその長さの一部に渡って、実質的に一定である幅のプ
ロフィールを有し得る。しかし、アプリケーター要素６が異なるプロフィールを有するこ
とは可能であり、図２３において示されるように、特に実質的に三角形であるプロフィー
ル、又はさらに何か他のプロフィールを有することが可能である。
【０１１７】
図２４に示されるように、アプリケーター要素はジグザグ型に配置され得る。
【０１１８】
ワイパー部材８は、本発明の範囲を超えることがなければ、図１に示されたものと異なり
得る。例えば、図２５はワイパー部材８が気泡物質（cellular material）、特に開いて
いる、又は閉じられたセルを有するフォームにより構成されている装置を示す。
【０１１９】
変形において、ワイパー部材８は、図２６において示されるように、少なくとも１のスロ
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ット５０を有する弾性体により構成されていてもよい。ワイパー部材８は、図２７に示さ
れるように、その底の基部(bottom end)以外の場所において円形のリップ５１を有する。
【０１２０】
アプリケーター要素は歯を有していなくてもよい、例えば支持部にはめ込まれた剛毛を図
２８に示すように有していてもよい。その場合、アプリケーター３は例えば、支持部の長
手方向軸Ｙに対して実質的に横向きに延びている剛毛６０を有するブラシを構成し、該軸
は示されているように、柄４の長手方向軸Ｘと一致していてもよい。
【０１２１】
記載された実施例において、剛毛は支持部の長手方向軸Ｙに沿って距離ｄに渡って続き、
該支持部は、剛毛が、メークアップされるべき睫又は眉毛全体における睫又は眉毛の４分
の１以下と同時に接触することができるようなものである。距離ｄは例えば約２ｍｍ～約
３ｍｍの範囲であり得、撚回転の数は例えば３～６の範囲であり得る。
【０１２２】
図２８に示されるようにアプリケーター３が側面から観察されたとき、剛毛の自由端を連
結する線Ｌは、少なくとも１の極点を通る軸Ｙからの距離を有し得る。
【０１２３】
アプリケーター３がブラシを構成するとき、使用される剛毛６０はこの相対的に細く、例
えば約６／１００ｍｍの直径を有する。
【０１２４】
剛毛６０は、中実であって、実質的に円形である断面を有し得る。
【０１２５】
芯６１は、枝が一緒にねじられて、剛毛をそれらの間に固定することができるようにされ
たＵ字型に折り曲げられた金属ワイヤにより形成され得る。
【０１２６】
使用される金属ワイヤは、好ましくは相対的に細く、例えば０．７ｍｍ未満、特に０．３
５～０．５ｍｍの範囲である。
【０１２７】
図２９～３５は、変形のアプリケーターを示す。
【０１２８】
図２９において、アプリケーター３は、最長の剛毛が柄４の横に設置されている、実質的
に円錐形、又は円錐台形である外皮表面を有するブラシを含む。
【０１２９】
最大寸法の断面を通過するブラシの長手方向軸Ｙに対する垂線と、外皮表面に対する接線
との間に形成される角度δは、例えば２０°～６０°である。
【０１３０】
図３０のアプリケーター３は、実質的にバイコニカル形である外皮表面を有するブラシを
構成するのに対し、図３１に示されるブラシは、実質的に円錐形又は円錐台形である外皮
表面を有し、最短の剛毛は柄４の横にある。
【０１３１】
ブラシの長手方向軸Ｙは、場合により柄の軸Ｘと一直線になっていてもよい。
【０１３２】
軸Ｙは、図３２～３５に示されるように、柄の軸Ｘと角度αをなし得る。例えば、角度α
は、約５°～約４５°の範囲であり得、例えば約２０°であり得る。
【０１３３】
ブラシの外皮表面Ｅは、図３６に示されるように円形、又は他の形、例えば多角形、長方
形である断面を有し得、又は刻み目又はギザギザがついていてもよい。
【０１３４】
ねじられた芯が曲げられているとき、該曲げは、図３２～３５に示されるように、柄４に
据えつけられ得、又は柄４の近くであり得る。
【０１３５】
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示されていない他の変形において、芯は曲げられている。
【０１３６】
図３７及び３８は、本発明の他の実施態様を示す。
【０１３７】
図３７は、物質Ｐが、可撓性のあるチューブの形態における容器２に含まれている装置を
示す。
【０１３８】
他の供給技術、例えばポンプタイプの容器が、アプリケーター３に物質Ｐを溜めるために
使用され得、それは、本発明の範囲を超えない。
【０１３９】
図３８に示される装置は、物質Ｐの固体ケーキを含む容器２を含む。ケーキは、湿り気を
与えられ、アプリケーターは湿り気を与えられた部分と接触しながら動かされ、物質を取
り上げる。変形において、アプリケーターが、湿り気を与えられ、前もって湿り気を与え
られていない物質の部分と接触しながら動かされる。
【０１４０】
図３７及び３８に示された実施態様において、アプリケーターの近位端にハンドル又は閉
じ蓋を付与する必要がない、なぜならアプリケーターは物質を含む容器に貯蔵され得ない
からである。さらに、これらの実施態様において、柄自身がハンドルとして使用され得る
。
【０１４１】
図３９は、本発明に従って製造された別の装置を示す。該装置は物質Ｐを含む容器及びア
プリケーター３に加えて、物質Ｐ’を含む第２の容器７０、及びアプリケーター３とは異
なっていてもよい第２の物質７１を含む。
【０１４２】
図３９に示された実施例において、物質Ｐを含む容器２は、ねじ筋を付与された底の裾部
分を有し、他の物質Ｐ’を含む容器７０のための閉じ蓋を構成する。
【０１４３】
アプリケーター７１は、例えば第一の物質、例えばある色のマスカラを睫の上に施与する
ために使用され得、次にユーザーは物質３を使用して睫のある部分を、例えば異なる色の
メークアップすることができる。
【０１４４】
２つの容器及び２つのアプリケーターを有する装置の他の例は、図４０～４３に示される
。
【０１４５】
これらの例において、アプリケーターは反対方向を向き、各容器が他方の容器にかかるア
プリケーターのハンドルとして使用され得る。
【０１４６】
図４０において、装置はマスカラブラシ及び、櫛を構成する本発明に従うアプリケーター
３を含み、図４１の装置のアプリケーター３はブラシを構成する。マスカラブラシが例え
ば米国特許第５９３７８７０号、又はフランス国特許出願公開第２６０５５０５号におい
て記載されたものから選択され得、それらの内要は参照することにより本出願に取り込ま
れる。
【０１４７】
図４２の装置は、櫛及びアプリケーター３を本発明に従って有し、それもまた櫛によって
構成される。図４３のアプリケーターは、ブラシにより構成された、本発明に従うアプリ
ケーターと共に櫛を含む。図４２及び４３のアプリケーター７１の櫛は、例えば米国特許
第６５８１６１０号、国際特許出願国際公開第０１／０５２７１号、又は米国特許第６５
３９９５０号に記載されたものから選択され、それらの内要は、参照することにより本出
願に取り込まれる。
【０１４８】
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図４０～４３の各装置は、それぞれ７０及び２にかかる閉じ蓋８２及び７を連結するチュ
ーブ状のスリーブ８０を含む。例えば、閉じ蓋８２及び７は、スリーブ８０の中で摩擦、
接着剤、又はスナップで留める（snap-fastening）ことにより連結され得る。
【０１４９】
図４０～４３の各装置において、第２の容器７０に含まれた物質Ｐ’は、容器２に含まれ
た物質Ｐと異なっていてもよい。
【０１５０】
例えば、物質Ｐ’は、物質Ｐの色とは異なる色のマスカラであり得、例えば物質Ｐは黒で
ある一方で、物質Ｐ’ は黒以外の色であり得る。
【０１５１】
施与の間、物質Ｐ’ は、まず睫又は眉毛に施与され、その後物質Ｐは例えば睫又は眉毛
の一部にのみ施与されて、着色された部分を形成することができる。
【０１５２】
得られるメークアップは、例えば図４４又は４５に示されるようなものであり得、睫の少
なくとも一部が束ねられている。図４４において、睫の一部のみが束ねられているのに対
し、図４５において実質的にすべての睫が束になっているのが見られる。睫が全く束にさ
れないこともまた可能である。
【０１５３】
所定の睫フリンジは、そのように記載されている場合には、複数の異なる色の部分を有し
得る。
【０１５４】
もちろん、本発明は上記の実施態様に制限されない。特に記載された種々の実施態様の特
徴は、互いに組み合わせられ得る。ワイパー部材は、上記のものから異なっていてもよい
。
【０１５５】
例示的な実施態様において、アプリケーター要素は柄の長手方向軸、又はワイパー部材の
軸に対して横向きに存在していてもよい。
【０１５６】
請求の範囲を含める説明を通して、反対の意味に明記されない限り、用語「～を含む」の
用語は、「少なくとも１の～を含む」の同義語として考えられるべきであり、用語「～の
範囲である」は、その範囲の限界を含むと考えられるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１５７】
【図１】本発明の装置を示す、図式的正面図であり、部分的に断面図である。
【図２】使用中の図１のアプリケーターを示す。
【図３】図１のアプリケーターを示す図式的、かつ断片的な側面図である。
【図４】図１のアプリケーターの、図式的かつ断片的な斜視図である。
【図５】変形のアプリケーターを示す、図３に類似の図である。
【図６】図５のアプリケーターを示す、図４に類似の図である。
【図７】図１のアプリケーターの別の変形の、図式的かつ断片的な側面図である。
【図８】図１のアプリケーターの別の変形の、図式的かつ断片的な側面図である。
【図９】図１のアプリケーターの別の変形の、図式的かつ断片的な側面図である。
【図１０】支持部がどのようにアプリケーターの柄に固定され得るかの例を示す図であり
、部分的に断面図である。
【図１１】支持部がどのようにアプリケーターの柄に固定され得るかの例を示す図であり
、部分的に断面図である。
【図１２】アプリケーターの変形の実施態様の図式的かつ断片的な側面図である。
【図１３】本発明のアプリケーターの異なるプロフィールを示す、図式的かつ断片的な側
面図である。
【図１４】本発明のアプリケーターの異なるプロフィールを示す、図式的かつ断片的な側
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面図である。
【図１５】本発明のアプリケーターの異なるプロフィールを示す、図式的かつ断片的な側
面図である。
【図１６】本発明のアプリケーターの異なるプロフィールを示す、図式的かつ断片的な側
面図である。
【図１７】本発明のアプリケーターの異なるプロフィールを示す、図式的かつ断片的な側
面図である。
【図１８】２列のアプリケーター要素を有する変形アプリケーターを示す図式的かつ断片
的な側面図である。
【図１９】１列以上のアプリケーター要素を有する異なるアプリケーターの図式的な軸断
面図である。
【図２０】１列以上のアプリケーター要素を有する異なるアプリケーターの図式的な軸断
面図である。
【図２１】１列以上のアプリケーター要素を有する異なるアプリケーターの図式的な軸断
面図である。
【図２２】１列以上のアプリケーター要素を有する異なるアプリケーターの図式的な軸断
面図である。
【図２３】アプリケーター要素の異なる構成の側面図である。
【図２４】アプリケーター要素の異なる構成の側面図である。
【図２５】異なるワイパー部材を有する図１の装置の変形を示す。
【図２６】本発明の装置において使用できるワイパー部材のさらなる例の、図式的かつ断
片的な軸断面図である。
【図２７】本発明の装置において使用できるワイパー部材のさらなる例の、図式的かつ断
片的な軸断面図である。
【図２８】ブラシを含む変形を示す、図１に類似の図である。
【図２９】変形のブラシの断片的な図式図である。
【図３０】変形のブラシの断片的な図式図である。
【図３１】変形のブラシの断片的な図式図である。
【図３２】変形のブラシの断片的な図式図である。
【図３３】変形のブラシの断片的な図式図である。
【図３４】変形のブラシの断片的な図式図である。
【図３５】変形のブラシの断片的な図式図である。
【図３６】図２８のブラシの図式的な断面図である。
【図３７】物質が、可撓性のあるチューブからアプリケーター要素の上に堆積される実施
態様の断片的な斜視図である。
【図３８】施与のための物質が固体又は粉体の形態である、本発明の別の実施態様の断片
的な斜視図である。
【図３９】本発明の装置の図式的な軸断面図であり、該装置は２つの物質を含み、２つの
アプリケーターを有し、該アプリケーターのうちの少なくとも１は本発明に従う。
【図４０】本発明の装置の図式的な軸断面図であり、該装置は２つの物質を含み、２つの
アプリケーターを有し、該アプリケーターのうちの少なくとも１は本発明に従う。
【図４１】本発明の装置の図式的な軸断面図であり、該装置は２つの物質を含み、２つの
アプリケーターを有し、該アプリケーターのうちの少なくとも１は本発明に従う。
【図４２】本発明の装置の図式的な軸断面図であり、該装置は２つの物質を含み、２つの
アプリケーターを有し、該アプリケーターのうちの少なくとも１は本発明に従う。
【図４３】本発明の装置の図式的な軸断面図であり、該装置は２つの物質を含み、２つの
アプリケーターを有し、該アプリケーターのうちの少なくとも１は本発明に従う。
【図４４】本発明に従う装置を用いて得られる得るメークアップ効果の例の図式的な例示
である。
【図４５】本発明に従う装置を用いて得られる得るメークアップ効果の例の図式的な例示
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【符号の説明】
【０１５８】
１　　　ハンドル
２　　　　容器
３　　　　アプリケーター
４　　　　柄
５　　　　支持部
６　　　　アプリケーター要素
６ａ　　 歯
６ｂ　　 歯
７　　　　蓋
８　　　　ワイパー部材
９　　　　ワイパーリップ
１０　　列
１１　　 ネック
１５　　 芯
１７　　 鼻
２０　　 頂部
２１　　 ノッチ
２２　　 基部
２３　　 空洞
３０　　 自由端
３５　　 末端部
３６　　 溝
３７　　 ハウジング
３８　　 ビード
４０　　 末端部
４１　　 ハウジング
５０　　 スロット
５１　　 リップ
６０　　 剛毛
６１　　 芯
７０　　 容器
７１　　 アプリケーター
８０　　 スリーブ
８２　　 蓋
Ｐ　　　　 物質
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