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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷菓材を収容することが可能な本体と、
　前記本体に収容された前記冷菓材の少なくとも一部を成型することが可能な蓋体と、
を備えた成型容器であって、
　前記蓋体の外面には、螺旋状の段差が形成されている、
ことを特徴とする成型容器。
【請求項２】
　請求項１に記載の成型容器であって、
　前記蓋体の一方側端部に、前記蓋体を回転させるための把持部を設けた、
ことを特徴とする成型容器。
【請求項３】
　請求項２に記載の成型容器であって、
　前記蓋体の形状は、開口部を有する逆円錐形状であり、
　前記開口部に、前記把持部が設けられている、
ことを特徴とする成型容器。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の成型容器であって、
　前記蓋体には、菓子素材が収容可能な内側空間が形成されている、
ことを特徴とする成型容器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アイスクリームやシャーベットなどの冷菓材を所定の形状に成型するための
成型容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、アイスクリームなどの氷菓に、コーヒー，ジュース，アルコールなどの飲料を注
ぎ込むための窪み（凹部）を成型することが可能な成型容器が広く知られている。このよ
うな成型容器によれば、コーヒー，ジュース，アルコールなどの飲料を、氷菓に成型され
た窪みに注ぎ込んで、氷菓を混ぜ合わせることで、フローズン状の飲料（フローズン飲料
）を簡単に作ることができる。
【０００３】
　このような成型容器の一例として、例えば、特許文献１には、円錐形状の凸部を有する
容器蓋を備え、この容器蓋によって氷菓の中心部に円錐形状の凹部を成型することが可能
な氷菓容器が開示されている。また、特許文献２には、中央が下方に向かって突起したキ
ャップを備え、このキャップによってアイスミックスの中央に添加食材充填スペースを成
型することが可能な容器が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－１１７６９２号公報
【特許文献２】実用新案登録第２５９０７４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の成型容器では、氷菓に窪みを成型する際に、容器蓋やキャップが
氷菓に強固に密着してしまうため、氷菓からスムーズに引き抜くことができない場合があ
った。このため、例えば、成型容器を使ってフローズン飲料を客に提供するような場合に
、作業時間が長引いてしまい、迅速に提供することができないといった問題点があった。
【０００６】
　また、型を引き抜く際に氷菓の一部が型とともに引き抜かれてしまい、氷菓に注ぎ込ん
だ液体を十分に冷やすことができないといった問題点や、型を強引に引き抜くことになる
結果、型の形状が崩れてしまい、型を再利用することが難しくなってしまうといった問題
点もあった。
【０００７】
　本発明は、このような従来の問題点を解決するためのものであって、成型後の冷菓材を
傷つけること無く、成型後の冷菓材から蓋体をスムーズに引き抜くことができる成型容器
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、冷菓材を収容することが可能な本体と、前記本体に収容された前記冷菓材の
少なくとも一部を成型することが可能な蓋体と、を備えた成型容器であって、前記蓋体の
外面には、螺旋状の段差が形成されている、ことを特徴とする成型容器である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る成型容器によれば、成型後の冷菓材を傷つけること無く、成型後の冷菓材
から蓋体をスムーズに引き抜くことができるという優れた効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】成型容器１０を上方から見た外観斜視図である。
【図２】図１におけるＡ－Ａ線に沿う側断面図である。
【図３】図２において符号Ｂで示す範囲を拡大して示す部分拡大図である。
【図４】（ａ）成型容器１０に冷菓材１８を収容する前の様子を写した写真である。（ｂ
）成型容器１０によって冷菓材１８を成型した後の様子を写した写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を用いて、本発明の実施形態に係る成型容器について詳細に説明する。
【００１２】
　＜全体構成＞
　図１は、本発明の実施形態に係る成型容器１０を上方から見た外観斜視図であり、図２
は、図１におけるＡ－Ａ線に沿う側断面図である。なお、図１においては、説明の都合上
、外蓋１６の図示を省略している。
【００１３】
　この成型容器１０は、アイスクリームやシャーベットなどの冷菓材が収容可能な円筒形
状の本体１２と、この本体１２の内側空間に一部が収容され、本体１２の上部に嵌め込ま
れる逆円錐形状の内蓋１４と、本体１２と内蓋１４の上部に嵌め込まれる外蓋１６と、を
有して構成されている。なお、本例の成型容器１０は外蓋１６を備えているが、本発明に
係る成形容器は、外蓋１６を備えていなくてもよいし、外蓋１６に代えて、本体１２や内
蓋１４の上方を塞ぐことが可能なシールを備えていてもよい。
【００１４】
　＜本体＞
　次に、本体１２について説明する。本体１２は、薄肉の円筒形状で半透明の部材である
。また、本体１２の一端側（上側）は開口され、他端側（下側）には底部１２ａが形成さ
れており、本体１２の内側空間１２ｂには、アイスクリームやシャーベットなどの冷菓材
１８（図４（ｂ）参照）が収容可能である。本例では本体１２を半透明の部材としている
ため、内部に収容する冷菓材の状態を目視で容易に確認することができる。
【００１５】
　なお、本体１２は、冷菓材が収容できる程度の大きさと形状を備えていればよく、本体
１２の大きさ，形状，または材質は特に限定されない。したがって、本体１２の形状は、
例えば、角筒形状や円錐形状であってもよい。また、本体１２の材質は、例えば、プラス
ティック、金属、紙、可食容器（例えば、モナカ、コーン）などを用途に応じて採用する
ことができる。また、本体１２に収容する冷菓材としては、アイスクリームやシャーベッ
トのほかに、ゼリー、プリン、シャーベット、かき氷などが挙げられる。
【００１６】
　＜内蓋＞
　次に、内蓋１４について説明する。内蓋１４は、白色で薄肉の逆円錐形状であり、一端
側（上側）から他端側（下側）に向かって徐々に外径が小さくなる先細り形状である。内
蓋１４の一端側（上側）は開口され、他端側（下側）には底部１４ａが形成されており、
内蓋１４の逆円錐形状の内側空間１４ｂには、果肉、果実、焼き菓子などの菓子素材が収
容可能である。
【００１７】
　なお、内蓋１４は、本体１２に収容された冷菓材を成型可能なものであればよく、内蓋
１４の大きさ，形状，または材質は特に限定されない。したがって、内蓋１４の形状は、
例えば、円筒形状であってもよい。また、内蓋１４の材質は、例えば、プラスティック、
金属、紙、可食容器（例えば、モナカ、コーン）などを用途に応じて採用することができ
る。
【００１８】
　図３は、図２において符号Ｂで示す範囲を拡大して示す部分拡大図である。内蓋１４の
外面１４ｃには、一端側（上側）から他端側（下側）に向かって螺旋状の段差が形成され



(4) JP 5536273 B1 2014.7.2

10

20

30

40

50

ている。
【００１９】
　本例では、段差の幅Ｈを、一端側（上側）から他端側（下側）までの領域内で略一定（
本例では約２ｍｍ）にしているとともに、水平線Ｌを基準とした段差の傾斜角度αも、一
端側（上側）から他端側（下側）までの領域内で略一定（本例では約２０度）としている
。
【００２０】
　なお、段差の幅や傾斜角度は、本例に限定されるものではなく、例えば、段差の幅Ｈを
、一端側（上側）から他端側（下側）にかけて徐々に狭めてもよい。また、段差の傾斜角
度αを２０度以外の角度に設定してもよい。
【００２１】
　また、内蓋１４の上側端部には、全周に亘って外側に突出形成された把持部１４ｄが設
けられている。この把持部１４ｄは、内蓋１４を本体１２に嵌め込む際や、内蓋１４を回
転させながら冷菓材から引き離す際に利用者が指を掛ける部位である。なお、把持部１４
ｄの形状は特に限定されず、例えば、利用者が指を掛けやすいように、把持部１４の１カ
所または複数箇所に凹部や凸部を形成してもよい。
【００２２】
　＜成型容器の使用方法＞
　次に、図４を用いて成型容器１０の使用方法について説明する。図４（ａ）は成型容器
１０に冷菓材１８を収容する前の様子を写した写真であり、図４（ｂ）は成型容器１０に
よって冷菓材１８を成型した後の様子を写した写真である。
【００２３】
　アイスクリームやシャーベットなどの冷菓材１８を成型する際には、最初に、本体１２
から外蓋１６と内蓋１４を外し、本体１２の内側空間に凍結前の冷菓材１８を収容する。
次に、内蓋１４を本体１２に嵌め込んで、冷菓材１８を内蓋１４の外面１４ｃに十分に密
着させた後、内蓋１４を嵌め込んだ状態の本体１２を冷凍庫などに収容して冷菓材１８を
凍結させる。
【００２４】
　冷菓材１８が凍結したら、内蓋１４の把持部１４ｄに指を掛けて、内蓋１４を、冷菓材
１８の表面に形成された螺旋状の段差に沿って回転させながら上方に引き抜く。これによ
り、冷菓材１８には、内蓋１４の外面と相補的形状を有する窪み（飲料充填スペース）が
成型される。
【００２５】
　このようにして成型された冷菓材１８の窪みに、コーヒー、ジュース、アルコールなど
の飲料を注ぎ込めば、飲料は、凍結した冷菓材１８に冷却されて氷状に変化するとともに
、冷菓材１８の一部と混ざりあって、フローズン飲料となる。
【００２６】
　以上説明したように、本実施形態に係る成型容器（例えば、成型容器１０）は、冷菓材
を収容することが可能な本体（例えば、本体１２）と、前記本体に収容された前記冷菓材
の少なくとも一部を成型することが可能な蓋体（例えば、内蓋１４）と、を備えた成型容
器であって、前記蓋体の外面には、螺旋状の段差が形成されている、ことを特徴とする成
型容器である。
【００２７】
　本実施形態に係る成型容器１０によれば、蓋体（内蓋１４）の外面に段差を形成してい
るため、成型する冷菓材の表面に、蓋体の段差と相補的形状を有する段差を形成すること
ができる。このため、成型した冷菓材に、コーヒー、ジュース、アルコールなどの飲料を
注ぎ込んだ場合に、段差が無い場合と比べ、飲料との接触面積を大きくすることができ、
飲料を素早くフローズン飲料に変化させることができる。
【００２８】
　また、冷菓材を成型する際に、蓋体が冷菓材に強固に密着してしまうことを防止するこ
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とができ、段差が無い場合と比べ、蓋体を冷菓材からスムーズに引き抜くことができ、例
えば、成型容器を使ってフローズン飲料を客に提供するような場合に、フローズン飲料を
迅速に提供することができる。
【００２９】
　また、蓋体の外面に形成する段差を螺旋状にしているため、冷菓材の表面に形成された
螺旋状の段差に沿って蓋体を回転させることにより、蓋体を冷菓材からスムーズに引き抜
くことができる。このため、蓋体を引き抜く際に冷菓材の一部を傷つけてしまい、冷菓材
に注ぎ込んだ液体を十分に冷やすことができないといった従来の問題点や、蓋体を引き抜
く際に蓋体の形状が崩れてしまい、蓋体の再利用が困難になってしまうといった従来の問
題点などを解消することができる。
【００３０】
　また、前記蓋体の一方側端部に、前記蓋体を回転させるための把持部（例えば、把持部
１４ｄ）を設けてもよい。
【００３１】
　このような構成とすれば、蓋体を容易に回転させることができ、蓋体を冷菓材からより
一層、スムーズに引き抜くことができる。
【００３２】
　また、前記蓋体の形状は、開口部を有する逆円錐形状であり、前記開口部に、前記把持
部が設けられていてもよい。
【００３３】
　このような構成とすれば、冷菓材との接触面積を把持部から遠ざかる方向に向かって徐
々に減らすことができる。このため、蓋体を回転させるために必要な回転力を把持部から
遠ざかる方向に向かって徐々に減らすことができ、蓋体を冷菓材からより一層、スムーズ
に引き抜くことができる。
【００３４】
　また、前記蓋体には、菓子素材が収容可能な内側空間が形成されていてもよい。
【００３５】
　このような構成とすれば、フローズン飲料に添加する菓子素材を冷菓材とは別に収容す
ることができ、成型容器の使用用途を広げることができる。
【００３６】
　なお、本発明に係る成型容器の構成は、上記実施形態で説明した成型容器１０の構成に
限定されるものではなく、例えば、内蓋１４の形状は、逆円錐形状に限定されず、例えば
、円筒形状であってもよい。また、内蓋１４に内側空間を形成する例を示したが、内側空
間を形成しなくてもよい。また、内蓋１４に把持部１４ｄを設けなくてもよい。
【００３７】
　＜実施例＞
　成型容器１０と同一形状の成型容器（実施例）と、外面に段差の無い（外面が平坦な）
内蓋を備えた従来の成型容器（比較例）と、を用いてシャーベットを成型し、内蓋の引き
抜きやすさと、成型後の冷菓材の形状の比較を行った。
【００３８】
　実験の結果、比較例に係る成型容器では、内蓋が冷菓材に密着してしまい、内蓋をスム
ーズに引き抜くことができなかったが、実施例に係る成型容器では、冷菓材の表面に形成
された螺旋状の段差に沿って内蓋を回転させることにより、内蓋をスムーズに引き抜くこ
とができた。
【００３９】
　また、比較例に係る成型容器では、内蓋を引き抜く際に成型後の冷菓材を傷つけてしま
う場合があったが、実施例に係る成型容器では、成型後の冷菓材を傷つけることなく内蓋
をスムーズに引き抜くことができた。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
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　本発明に係る成型容器は、喫茶店やレストランなどにおけるフローズン飲料の提供など
に利用することができる。
【符号の説明】
【００４１】
　１０　成型容器
　１２　本体
　１２ａ　底部
　１４　内蓋
　１４ａ　底部
　１４ｂ　内側空間
　１４ｃ　外面
　１４ｄ　把持部
　１６　外蓋
　１８　冷菓材

【要約】
【課題】成型後の冷菓材を傷つけること無く、成型後の冷菓材から蓋体をスムーズに引き
抜くことができる成型容器を提供する。
【解決手段】成型容器１０は、冷菓材を収容することが可能な本体１２と、本体１２に収
容された冷菓材の少なくとも一部を成型することが可能な蓋体１４と、を備える。また、
蓋体１４の外面１４ｃには、螺旋状の段差が形成されている。
【選択図】図２

【図１】 【図２】
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