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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の縁部に沿った第一の取り付けインターフェースと第二の縁部に沿った第二の取付
けインターフェースを含み、前記第一の取り付けインターフェース及び第二の取り付けイ
ンターフェースの各々は、内側表面と、外側表面と、１つまたは複数の固着要素とを含む
、ベースハンドバッグと、
　前記ベースハンドバッグの周りに位置付けられて前記ベースハンドバッグを完全に覆い
隠し、複数の異なる取付力によって前記ベースハンドバッグの前記第一の取り付けインタ
ーフェース及び第二の取り付けインターフェースに固定されるように構成された単一のハ
ンドバッグカバーであって、第一のハンドバッグカバー取り付けインターフェースと第二
のハンドバッグカバー取り付けインターフェースとを含み、前記第一のハンドバッグカバ
ー取り付けインターフェース及び第二のハンドバッグカバー取り付けインターフェースの
各々は、折り目により区分される上側部分と下側部分とを含み、前記上側部分は１つまた
は複数の上側固着要素を含み、前記下側部分は１つまたは複数の下側固着要素を含む、単
一のハンドバッグカバーと、
を備えるカスタマイズ可能なハンドバッグシステムであって、
　前記第一のハンドバッグカバー取り付けインターフェースは、前記ベースハンドバッグ
の第一の取り付けインターフェースの周りで選択的に折り曲げ可能であり、
　前記第一のハンドバッグカバー取り付けインターフェースの１つまたは複数の上側固着
要素が前記ベースハンドバッグの第一の取り付けインターフェースの内側表面に固定され
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、前記第一のハンドバッグカバー取り付けインターフェースの１つまたは複数の下側固着
要素が前記ベースハンドバッグの第一の取り付けインターフェースの外側表面に固定され
、
　前記第一のハンドバッグカバー取り付けインターフェースの少なくとも１つまたは複数
の上側固着要素および前記第一のハンドバッグカバー取り付けインターフェースの少なく
とも１つまたは複数の下側固着要素が前記ベースハンドバッグの第一の取り付けインター
フェースの前記１つまたは複数の固着要素のうちの同じ固着要素に係合し、
　前記第二のハンドバッグカバー取り付けインターフェースは、前記ベースハンドバッグ
の第二の取り付けインターフェースの周りで選択的に折り曲げ可能であり、
　前記第二のハンドバッグカバー取り付けインターフェースの１つまたは複数の上側固着
要素が前記ベースハンドバッグの第二の取り付けインターフェースの内側表面に固定され
、前記第二のハンドバッグカバー取り付けインターフェースの１つまたは複数の下側固着
要素が前記ベースハンドバッグの第二の取り付けインターフェースの外側表面に固定され
、
　前記第二のハンドバッグカバー取り付けインターフェースの少なくとも１つまたは複数
の上側固着要素および前記第二のハンドバッグカバー取り付けインターフェースの少なく
とも１つまたは複数の下側固着要素が前記ベースハンドバッグの第二の取り付けインター
フェースの前記１つまたは複数の固着要素のうちの同じ固着要素に係合する、
カスタマイズ可能なハンドバッグシステム。
【請求項２】
前記複数の異なる取付力が、重力、磁力、および別の異なる取付力のうちの２つ以上を含
む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記複数の異なる取付力が少なくとも磁力を含む、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
前記磁力が、前記ベースハンドバッグの第一及び第二の取り付けインターフェース及び前
記第一及び第二のハンドバッグカバー取付けインターフェースのうちの一方と同一面にあ
る、１つまたは複数の磁石および１つまたは複数の磁性要素によって提供される、請求項
３に記載のシステム。
【請求項５】
前記複数の異なる取付力が、前記ハンドバッグカバーの上縁部の周囲で少なくとも部分的
に延在する弾性材によって作り出される機械的な力を少なくとも含み、前記弾性材は、圧
縮力のある機械的な取付力によって、前記ベースハンドバッグの周りで前記ハンドバッグ
カバーを固定する、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
前記ハンドバッグカバーが本質的に折畳み可能である、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
前記ベースハンドバッグの第一及び第二の取り付けインターフェースの１つまたは複数の
固着要素及び前記第一及び第二のハンドバッグカバー取り付けインターフェースの１つま
たは複数の固着要素が、前記ハンドバッグカバーを前記ベースハンドバッグに取り付ける
前に視界から隠れるように位置付けられる、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
前記ベースハンドバッグに取外し可能に固定されるように構成された取外し可能なハンド
ルをさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ベースハンドバッグは、互いに対向する側に２つの補助ベースハンドバッグ取り付
けインターフェースを含み、
　前記ハンドバッグカバーは、互いに対向する側に２つの補助ハンドバッグカバー取り付
けインターフェースを含み、前記２つの補助ハンドバッグカバー取り付けインターフェー
スは、前記ハンドバッグカバーが前記ベースハンドバッグの周りに配置されたとき前記２
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つの補助ベースハンドバッグ取り付けインターフェースに位置合わせされるように構成さ
れており、
　前記ハンドバッグカバーが前記ベースハンドバッグの周りに配置されたときに前記２つ
の補助ベースハンドバッグ取り付けインターフェースと前記２つの補助ハンドバッグカバ
ー取り付けインターフェースを介して前記ベースハンドバッグと前記ハンドバッグカバー
の両方に選択的に接続可能なストラップをさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
取外し可能なハンドルおよび取外し可能なストラップの１つまたは複数を前記ベースハン
ドバッグおよび前記ハンドバッグカバーの１つまたは複数に固定するように構成された複
数の取外し可能なクリップをさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
前記複数の異なる取付力の少なくとも１つが、前記複数の取外し可能なクリップによって
提供される機械的な力を含み、
前記複数の異なる取付力の少なくとももう１つが磁力を含む、請求項１０に記載のシステ
ム。
【請求項１２】
　第一の側に第一のベースハンドバッグ取り付けインターフェース、および、第一の側に
対向する第二の側に第二のベースハンドバッグ取り付けインターフェースを有し、前記第
一および第二のベースハンドバッグ取り付けインターフェースの各々は、内側表面と、前
記内側表面に対向する外側表面を有する、ベースハンドバッグと、
　前記ベースハンドバッグの周りに選択的に配置可能であり、複数の異なる取付力によっ
て前記ベースハンドバッグに取り外し可能に取り付けることができる第一のハンドバッグ
カバーと、
　前記ベースハンドバッグの周りに選択的に配置可能であり、複数の異なる取付力によっ
て前記ベースハンドバッグに取り外し可能に取り付けることができる第二のハンドバッグ
カバーと、
　前記ベースハンドバッグに接続される複数のハンドルを備える、ハンドバッグをカスタ
マイズするためのハンドバッグキットであって、
　第一のハンドバッグカバーは、第一の側に第一のハンドバッグカバー取り付けインター
フェース、および、第一の側に対向する第二の側に第二のハンドバッグカバー取り付けイ
ンターフェースを有し、前記第一のハンドバッグカバー取り付けインターフェースおよび
第二のハンドバッグカバー取り付けインターフェースは、前記第一のハンドバッグカバー
が前記ベースハンドバッグの周りに配置されるときに、前記第一のベースハンドバッグ取
り付けインターフェースおよび第二のベースハンドバッグ取り付けインターフェースにそ
れぞれ位置合わせされ、前記第一および第二のハンドバッグカバー取り付けインターフェ
ースの各々は、対応する前記第一および第二のベースハンドバッグ取り付けインターフェ
ースの内側表面および外側表面の両方に取り外し可能に且つ同時に固定可能であり、前記
第一のハンドバッグカバーは第一の美観的デザインを備えており、
　前記第二のハンドバッグカバーは、第一の側に第一のハンドバッグカバー取り付けイン
ターフェース、および、第一の側に対向する第二の側に第二のハンドバッグカバー取り付
けインターフェースを有し、前記第一のハンドバッグカバー取り付けインターフェースお
よび第二のハンドバッグカバー取り付けインターフェースは、前記第二のハンドバッグカ
バーが前記ベースハンドバッグの周りに配置されるときに、前記第一のベースハンドバッ
グ取り付けインターフェースおよび第二のベースハンドバッグ取り付けインターフェース
にそれぞれ位置合わせされ、前記第一および第二のハンドバッグカバー取り付けインター
フェースの各々は、対応する前記第一および第二のベースハンドバッグ取り付けインター
フェースの内側表面および外側表面の両方に取り外し可能に且つ同時に固定可能であり、
前記第二のハンドバッグカバーは、前記第一の美観的デザインと異なる第二の美観的デザ
インを備えている、
ハンドバッグをカスタマイズするためのハンドバッグキット。
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【請求項１３】
各ハンドバッグカバーが、重力、機械力、摩擦力、および磁力の少なくとも１つを含む複
数の異なる取付力によって、前記ベースハンドバッグに取外し可能に固定されるように構
成された、請求項１２に記載のキット。
【請求項１４】
前記ハンドルの少なくとも１つが、複数の補助取付けインターフェースを通して、前記ベ
ースハンドバッグの少なくとも一部分およびハンドバッグカバーの少なくとも一部分をさ
らに互いに固定するように構成された、請求項１２に記載のキット。
【請求項１５】
前記ベースハンドバッグが少なくとも１つの追加のベースハンドバッグ取付けインターフ
ェースを備え、
各ハンドバッグカバーが、前記少なくとも１つの追加のベースハンドバッグ取付けインタ
ーフェースの周りで折り曲げられるように構成された、互いに対向する面を含む、追加の
ハンドバッグカバー取付けインターフェースを備える、請求項１２に記載のキット。
【請求項１６】
前記ベースハンドバッグの前記少なくとも１つの追加の取付けインターフェースおよび各
ハンドバッグカバーの前記追加のハンドバッグカバー取付けインターフェースの前記対向
する面それぞれの中に配置された、１つもしくは複数の磁石または磁性要素をさらに備え
る、請求項１５に記載のキット。
【請求項１７】
ハンドバッグカバーを、内側および外側を有するベースハンドバッグの周りで位置付ける
ステップと、
前記ハンドバッグカバー上に位置する第一の固着要素を、前記ベースハンドバッグの表面
に位置する固着要素に対して固定可能な位置へと位置合わせするステップであって、前記
第一の固着要素は、前記ベースハンドバッグの内側に位置付けられる、ステップと、
前記ハンドバッグカバー上に位置する第二の固着要素を、前記ベースハンドバッグの前記
表面に位置する同じ固着要素に対して固定可能な位置へと位置合わせするステップであっ
て、前記第二の固着要素は、前記ベースハンドバッグの外側に位置付けられる、ステップ
と、
前記第一の固着要素を、前記ベースハンドバッグの前記表面に位置する固着要素に固定す
るステップと
前記第二の固着要素を、前記ベースハンドバッグの前記表面に位置する同じ固着要素に固
定するステップとを含む、柔軟なハンドバッグをカスタマイズする方法。
【請求項１８】
前記ベースハンドバッグまたは前記ハンドバッグカバーのうち一方の取付けインターフェ
ースを、前記ベースハンドバッグまたは前記ハンドバッグカバーのうち他方の取付けイン
ターフェースの上に折り曲げて、少なくとも重力による取付力を作り出すステップをさら
に含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
前記固着要素を位置合わせするステップによって、前記ベースハンドバッグと前記ハンド
バッグカバーとの間に磁気による取付力を作り出す、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
前記ベースハンドバッグ全体を前記ハンドバッグカバー内で本質的に位置付け、それによ
って前記ベースハンドバッグの少なくとも大部分を隠すステップをさらに含む、請求項１
７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、交換可能なハンドバッグの外装カバー（outer-coverings）を少なくとも部
分的に備えた、ハンドバッグをカスタマイズするシステム、方法、および装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ハンドバッグは、様々な物品を持ち運ぶのに有用であるものの、人物の衣装の美観を増
す、または変化させる付属品として使用される場合が多い。実際には、異なる用途、衣服
、場合向けに異なるハンドバッグを有することが望ましい場合が多い。ハンドバッグには
、種々様々な目的に対して十分な多くの異なるスタイルがある。しかし、一人の人が、多
数の個々に異なる選択範囲に十分適合する、様々な異なるハンドバッグを購入することは
至難の業であり得る。例えば、比較的少数の異なるハンドバッグを購入するコストでさえ
高額すぎる場合がある。それに加えて、ユーザは、購入することができた様々なハンドバ
ッグをすべて、どのように保存および／または保管するかという問題に直面することがあ
る。特に、いくつかのハンドバッグを購入することを選択した場合に、ハンドバッグの保
管には、予想よりも、またはさらには利用可能であるよりも多くのスペースを要するのに
気付くことがある。多くの場合、このことによって、ユーザは、保管スペースがないため
に、多数のハンドバッグを手放さなければならないことがある。
【０００３】
　別の場合には、いくつかの異なるハンドバッグを購入または使用することによって、ハ
ンドバッグの取替えによる他の運搬上の問題を引き起こす可能性がある。例えば、理由に
関わらず、ユーザが別のハンドバッグを使用したいとき（例えば、環境、衣服の変化など
）、ユーザは、１つのハンドバッグから別のハンドバッグへと物品を移すのに時間を費や
さなければならないことがある。多くの場合、ハンドバッグ間で物品を移すときに、物品
を不用意に置き忘れたりさらには失くしたりする可能性がある。このことは、様々なレベ
ルの不便および苛立ちをもたらす可能性があり、ユーザが所望の美観を得るためにハンド
バッグを取り替えるのをためらわせる場合がある。
【０００４】
　特定のハンドバッグのカバーを交換するためのいくつかのメカニズムが存在するが、か
かるメカニズムのほとんどは効果が薄く不便である傾向がある。例えば、一部の交換可能
なハンドバッグカバーは、多数の異なるファスナーメカニズムおよび部品を有する。かか
るファスナーとしては、一般的に、複雑なフック・ループ式システム、スナップ留め要素
、ジッパー要素、またはさらにはバックル留め装置が挙げられる。かかるファスナーシス
テムは、特に目立つ場合があり、また、結果として得られるハンドバッグの意図される美
観や、場合によっては機能をも損なう場合がある。
【０００５】
　さらに、これらまたは類似の例では、ユーザは一般に、個々の各バックル要素を外し、
個々の各ジッパー要素を外し、個々の各スナップまたはフック・ループ要素を外し、また
は別の方法で所与のフレームを外し、次にハンドバッグカバーをベースハンドバッグから
取り外してカバーを交換することが必要になる。より精巧な締結システムは、カバーが不
用意に外れるのを防ぐため、ハンドバッグカバーを適所で十分に保持するかも知れないが
、かかる締結システムはまた、別の方法で交換可能なハンドバッグカバーによって提供さ
れることが意図される利便性を排除する可能性があることが理解されるであろう。これら
および他の不便性により、エンドユーザは、最終的に、取替えに必要とされる時間および
手間により、ハンドバッグカバーを他のカバーと取り替えるのを差し控えることがある。
【０００６】
　他の例では、従来のハンドバッグカバーはベースハンドバッグの一部分を覆うものでし
かない。かかるシステムは、ハンドバッグの全体的な見た目および感触を大幅に変化させ
るものではない傾向があるので、望ましいとは言い難い。さらに他の従来のハンドバッグ
カバーは、ハンドバッグには小さすぎるかまたは大きすぎ、結果としてカバーが取れやす
すぎるか、またはハンドバッグにまったく適合しない。かかる適合面での不一致は、ハン
ドバッグ内にある物品の数に応じてサイズおよび形状が大きく変わることがある、可撓性
のハンドバッグの場合に特に顕著になり得ることが理解されるであろう。
【０００７】
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　したがって、特に高度なカスタマイズが望まれることがある場合、また特に比較的不明
確な表面の特徴を有するハンドバッグに適用されるような場合、従来のハンドバッグには
多数の問題点がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施形態は、非常に効率的なやり方で任意の特定のハンドバッグの見た目およ
び感触を簡単に修正するように構成されたシステム、方法、および装置を提供する。例え
ば、本発明の少なくとも１つの実施形態は、ハンドバッグが任意の数の異なるスタイルを
呈することを可能にする、交換可能な外装カバーを備えたベースハンドバッグを含む。外
装カバー、またはシェルは、非常に安定した形でベースハンドバッグを包むことができる
。かかる安定した取付けにも関わらず、ユーザは依然として、ほとんど手間を掛けずに迅
速かつ簡単に、１つのハンドバッグカバーを別のハンドバッグカバーと交換することがで
きる。したがって、ユーザは、本質的に、単一のベースハンドバッグ上のハンドバッグ外
装カバーのみを変えることによって、複数の異なるハンドバッグのスタイルおよびデザイ
ンを有するという利益を得ることができる。
【０００９】
　例えば、本発明の一実施形態によるカスタマイズ可能なハンドバッグシステムは、少な
くとも１つの縁部に１つまたは複数の取付けインターフェースを有するベースハンドバッ
グを含む。ハンドバッグシステムはさらに、ベースハンドバッグの周りに固定され、複数
の異なる取付力によってベースハンドバッグの１つまたは複数の取付けインターフェース
に固定されるように構成された、ハンドバッグカバーを含むことができる。さらに、ハン
ドバッグシステムは、ベースハンドバッグおよびハンドバッグカバーの両方に位置付けら
れた複数の固着要素を含むことができる。複数の固着要素は、ハンドバッグカバーをベー
スハンドバッグに取り付けるための取外し可能な取付けポイントを提供することができる
。
【００１０】
　それに加えて、本発明の１つまたは複数の実施形態による、ハンドバッグをカスタマイ
ズするように構成されたハンドバッグキットは、ベースハンドバッグを含む。ハンドバッ
グキットはさらに、本質的に折畳み可能な材料をそれぞれ備える、複数のハンドバッグカ
バーを含むことができる。各ハンドバッグカバーは、複数の異なる取付力によってベース
ハンドバッグに取外し可能に取り付けることができ、かつ異なる美観的デザインを含むこ
とができる。ハンドバッグキットはまた、ベースハンドバッグの上側部分に取り付けられ
た複数の取外し可能なクリップを含むことができる。それに加えて、ハンドバッグキット
は複数のハンドルを含むことができる。各ハンドルは、取外し可能なクリップに取外し可
能に取り付けるように構成することができ、かつ異なる美観的デザインを含むことができ
る。そのため、複数のハンドバッグカバーのいずれかを取り付けることによって、ベース
ハンドバッグの美観的デザインが１つのハンドバッグカバーから次のものへと変化する。
【００１１】
　上述のものに加えて、本発明の一実施形態によるハンドバッグをカスタマイズする方法
は、ベースハンドバッグの周りにハンドバッグカバーを位置付けるステップを伴うことが
できる。方法はまた、ハンドバッグカバー上に位置する複数の固着要素を、ベースハンド
バッグ上に位置する複数の固着要素に対して固定可能な位置へと位置合わせするステップ
を伴うことができる。それに加えて、方法は、複数の異なる取付力を使用して、ハンドバ
ッグカバーの１つまたは複数の取付けインターフェースをベースハンドバッグの１つまた
は複数の取付けインターフェースに固定するステップを伴うことができる。
【００１２】
　本発明の例示的な実施形態の追加の特徴および利点は、以下の説明において記載され、
また部分的にはその説明から明白になり、あるいはかかる例示的な実施形態を実施するこ
とによって教示されることがある。かかる実施形態の特徴および利点は、添付の請求項に
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て特に指摘される器具および組み合わせによって、実現され得られてもよい。これらおよ
び他の特徴は、以下の説明および添付の請求項によってさらに十分に明白になり、あるい
は以下に記載されるようなかかる例示的な実施形態を実施することによって教示されるこ
とがある。
【００１３】
　本発明の上述および他の利点ならびに特徴を得ることができる手法を説明するため、上
記に概要を説明した本発明のより具体的な記載は、添付図面に示される本発明の特定の実
施形態を参照して再現されるであろう。図面は縮尺通りには描かれないこと、また例証目
的のため、図面全体を通して類似の構造または機能をもつ要素は全般的に同様の参照番号
によって表されることに留意されたい。これらの図面が本発明の一般的な実施形態のみを
描写するものであり、したがって本発明の範囲を限定するものと見なされないことを理解
した上で、本発明は、添付図面を使用することによってさらに具体的かつ詳細に記載され
説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】図１Ａは、ベースハンドバッグの周りに固定されたハンドバッグカバーを含む
、本発明の一実施形態によるハンドバッグを示す図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、ハンドバッグカバーが異なるが、図１Ａと同様の本発明の一実施形
態によるハンドバッグを示す図である。
【図２】図１Ａ～１Ｂに示されるハンドバッグとともに使用できるような、例示のベース
ハンドバッグを示す正面斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態による、図２のベースハンドバッグの周りにまたはそれに対
して固定可能な図１Ａのハンドバッグカバーを示す正面斜視図である。
【図４】図３のハンドバッグカバー内に位置付けられた、ただしそれに固定されていない
図２のベースハンドバッグを示す正面斜視図である。
【図５】複数の取付力によって図２のベースハンドバッグの周りに位置付けられそれに固
定された図３のハンドバッグカバーを示す正面斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明は、非常に効率的なやり方で任意の特定のハンドバッグの見た目および感触を簡
単に修正するように構成されたシステム、方法、および装置に及ぶ。例えば、本発明の少
なくとも１つの実施形態は、ハンドバッグが任意の数の異なるスタイルを呈することを可
能にする、交換可能な外装カバーを備えたベースハンドバッグを含む。外装カバー、また
はシェルは、非常に安定した形でベースハンドバッグを包むことができる。かかる安定し
た取付けにも関わらず、ユーザは依然として、ほとんど手間を掛けずに迅速かつ簡単に、
１つのハンドバッグカバーを別のハンドバッグカバーと交換することができる。したがっ
て、ユーザは、本質的に、単一のベースハンドバッグ上のハンドバッグ外装カバーのみを
変えることによって、複数の異なるハンドバッグのスタイルおよびデザインを有するとい
う利益を得ることができる。
【００１６】
　したがって、本発明の少なくとも１つの実施形態は、単にベースハンドバッグ（「ハン
ドバッグ」）の外装カバー（または「シェル」）を除去し、それをデザインが異なる別の
外装カバーと置き換えることによって、ユーザがハンドバッグのデザインを変化させるこ
とができる、独自のスタイルのハンドバッグを提供することが理解されるであろう。その
結果、ユーザは、１つのハンドバッグから別のハンドバッグに物品を移す必要なしに、ハ
ンドバッグの見た目およびデザインをカスタマイズすることができる。特に、ユーザは、
ベースハンドバッグ上の外装カバーのみを取り替えて、所与のハンドバッグの美観および
スタイルを変化させればよい。外装カバーの様々な異なるデザインが、種々様々なデザイ
ンの選択肢をユーザに提供できることが理解されるであろう。さらに、本発明の１つまた
は複数の実施形態によれば、外装カバーは平らにすることができ、比較的簡単に（例えば
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、あまりスペースを占めることなく）保管することができる。
【００１７】
　最初の問題として、「ハンドバッグ」という用語は、本明細書で使用するとき、片手も
しくは両手を使用して、ユーザが持ち運び、保持し、または少なくとも部分的に支持する
ことができる、任意の種類のバッグを指す。したがって、ハンドバッグという用語は、例
えば財布（purses）、化粧品バッグ、ビーチバッグなど、より小さなサイズのバッグを包
含する。しかし、ハンドバッグという用語は、例えばスーツケース、ダッフルバッグ、ジ
ムバッグ、または多用途バッグなど、より大型のバッグも包含する。したがって、本明細
書にて後述される本発明のハンドバッグの様々な例示的実施形態は、小型の財布型のバッ
グとして図面に図示されるが、本発明はそれに限定されず、様々なサイズ、形状、および
機能上の目的を有する広範囲のバッグを包含する。
【００１８】
　例えば、図１Ａ～１Ｂは、本発明の一実施形態による、異なるハンドバッグカバー１１
０ａ、１１０ｂ内に適応されたベースハンドバッグ１００を示す。特に、図１Ａは、ベー
スハンドバッグ１００の周りに固定されてハンドバッグ１２０ａとなる、バックルデザイ
ンを有する単色のハンドバッグカバー１１０ａを示す。同様に、図１Ｂは、図１Ａのハン
ドバッグ１１０ａとは異なる美観的デザインを有する、同じベースハンドバッグ１００の
周りにあってハンドバッグ１２０ｂとなるハンドバッグカバー１１０ｂを示す。具体的に
は、図１Ｂは、ハンドバッグカバー１１０ｂが複数の色を有し（カバー１１０ａとは異な
る）、ただしハンドバッグカバー１１０ａ上に見られるバックルデザインは有さないこと
を示す。
【００１９】
　したがって、図１Ａ～１Ｂに示されるように、ハンドバッグ１２０（ａ、ｂ）は、ベー
スハンドバッグ１００の周りに固定される装飾用ハンドバッグカバー１１０（ａ、ｂ）を
備えることができる。実際には、より詳細に後述されるように、ユーザは、様々な物品を
ベースハンドバッグ１００に入れ、ベースハンドバッグ１００を所望の美観を有するハン
ドバッグカバー１１０（ａ、ｂ）に挿入することができる。次に、ユーザは、複数の取付
力によってハンドバッグカバー１１０（ａ、ｂ）をベースハンドバッグ１００に固定する
ことができる。さらに、本発明の１つまたは複数の実施形態によれば、完全に組み立てら
れると、ベースハンドバッグ１００およびハンドバッグカバー１１０（ａ、ｂ）は、別個
の構成要素の組み合わせではなく単一のハンドバッグのように見え得る。かかる外観の一
体性は、美観の面で、ひいては望ましさの面で多大な利点を提供できることが理解される
であろう。
【００２０】
　図１Ａ～１Ｂに示されるように、組み合わされたベースハンドバッグ１００およびハン
ドバッグカバー１１０（ａ、ｂ）は、本発明の一実施形態による「柔軟なハンドバッグ」
１２０（ａ、ｂ）を含むことができる。本明細書で使用するとき、「柔軟なハンドバッグ
」という用語は、ユーザが少なくとも一方向でほぼ平らにすることができる、圧縮可能な
ハンドバッグ（取り付けられたハンドバッグカバーを含むか否かに関わらず）を指す。例
えば、図１Ａ～１Ｂが、テーブル上に直接置かれたベースハンドバッグ１００およびそれ
ぞれのハンドバッグカバー１１０（ａ、ｂ））を備えるハンドバッグ１２０（ａ、ｂ）を
示したものと仮定すると、それらは、中身が入っていなければほぼ平らな形態に見えるで
あろう。
【００２１】
　本発明の１つまたは複数の実施形態による柔軟なハンドバッグは、様々な側部および底
部を有するものと理解できるが、かかる側部または部分はそれぞれ、ほぼ折畳み可能な材
料を備えてもよい。ほぼ折畳み可能な材料は、例えば、合成または天然皮革、樹脂（例え
ば、ビニールもしくはポリエステル材料）、あるいは織布および不織布の生地や布地を含
む任意の数の生地材料を含んでもよい。材料の折畳み可能な性質によって、柔軟なハンド
バッグが拡張して、様々な物品を格納または保持するためのスペースを提供できるように
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することができる。それに関連して、材料の折畳み可能な性質によって、柔軟なハンドバ
ッグが平らになり、したがって柔軟なハンドバッグを比較的小さなスペースに容易に保管
できるようにすることができる。
【００２２】
　図１Ａ～１Ｂに示されるハンドバッグは柔軟なハンドバッグを含むが、追加の実施形態
では、本発明のハンドバッグは柔軟なハンドバッグでなくてもよい。したがって、１つま
たは複数の実施形態では、ベースハンドバッグ１００およびそれに対応するハンドバッグ
カバー１１０の１つまたは複数は、１つまたは複数の方向で折畳み不能であってもよい。
例えば、１つまたは複数の実施形態では、ベースハンドバッグ１００は折畳み不能であっ
てもよいが、対応するハンドバッグカバー１１０は本質的に折畳み可能であってもよい。
そのような実施形態では、ハンドバッグ１２０は柔軟なハンドバッグの外観を有してもよ
いが、ベースハンドバッグ１００はハンドバッグ１２０が折り畳まれるのを防いでもよい
。
【００２３】
　本明細書の開示に照らして、図１Ａ～１Ｂに示される特定のハンドバッグカバーおよび
デザインは単なる例示であり、本発明のハンドバッグカバーはそれでもなお、任意の数の
デザインおよび構成を含み得ることが理解されるであろう。例えば、美観的に変わること
に加えて、本発明のハンドバッグカバーは機能的にも変わることができる。例えば、図１
Ａは、ハンドバッグカバー１１０ａがハンドバッグカバー１１０ａの側面に位置付けられ
た外ポケット１３０を含むことができることを示し、図１Ｂは、ハンドバッグカバー１１
０ｂが外ポケットを含まないことを示している。したがって、本発明の１つまたは複数の
実現例により、ユーザが、単にハンドバッグカバーを交換することによって、ハンドバッ
グの美観的デザインを変化させるだけではなく、ハンドバッグの機能および運搬能力をも
変化させることが可能になる。
【００２４】
　したがって、本発明の実現例はそれぞれ、ユーザがハンドバッグカバーを付加および／
または交換することができるベースハンドバッグを含む。それに関連して、図２およびそ
れに対応する文章は、図１Ａ～１Ｂに示されるベースハンドバッグ１００の多数の詳細お
よび特徴を示し、または記載する。特に、図２は、開かれて少なくとも部分的に広げられ
た形態であって、ユーザが（例えば、バッグ１２０ａおよび１２０ｂを作るために）ハン
ドバッグカバーを固定することができる、ベースハンドバッグ１００の正面斜視図を示す
。図２に示されるように、ベースハンドバッグ１００は、４つの側壁２０４ａ～ｄおよび
底面２０６によって形成される主要袋状部（main pouch）（または本体）２０２を含むこ
とができる。
【００２５】
　それに加えて、かつ上述したように、１つまたは複数の実施形態では、主要袋状部２０
２の少なくとも一部分は本質的に折畳み可能な材料を含むことができる。主要袋状部２０
２の本質的に折畳み可能な材料により、主要袋状部２０２を拡張または収縮させて、様々
なサイズまたは様々な数の物品を保持できるようにすることができる。あるいは、主要袋
状部２０２の少なくとも一部分は、剛性のまたは折畳み不能な材料を含むことができる。
そのような実施形態では、剛性材料は、主要袋状部２０２が中に入れられたいかなる物品
によっても折り畳まれず、またはそれらを圧迫しないことを確保する助けとすることがで
きる。別のさらなる実施形態では、主要袋状部２０２は、中身の周りで曲がる能力と主要
袋状部２０２が明確な形状を有することの両方を主要袋状部２０２に提供する、本質的に
折畳み可能な部分と剛性部分との組み合わせを備えることができる。
【００２６】
　図２はまた、ベースハンドバッグ１００が、様々な物品を保持し格納するための様々な
ポケット、袋、および容器部分を含むことができることを示す。例えば、図２は、主要袋
状部２０２に加えて、ベースハンドバッグ１００がジッパーを介してアクセスできるサイ
ドポケット２０８を含むことができることを示す。財布として構成されたベースハンドバ
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ッグ１００は、任意の数の異なる手回り品（例えば、化粧品、鍵、小切手帳、クレジット
カード）を持ち運び格納できるようにする、任意の数の異なるポケットおよび構成を含み
得ることが理解されるであろう。異なるサイズおよび形状構成のような他の例では、ベー
スハンドバッグは、衣類、スポーツ用品などを持ち運ぶのに有用であり得るように、ダッ
フルバッグまたはスポーツバッグのような特徴を備えて構成することができる。
【００２７】
　いかなる構成であっても、かつ上述したように、ユーザは、ハンドバッグカバー１１０
（ａ、ｂ）をベースハンドバッグ１００に固定することによってベースハンドバッグ１０
０をカスタマイズすることができる。それに関連して、ベースハンドバッグ１００は、ハ
ンドバッグカバー１１０（ａ、ｂ）の取付けを容易にする多数の特徴を含むことができる
。特に、かつより詳細に後述するように、ベースハンドバッグ１００は、ハンドバッグカ
バー１１０（ａ、ｂ）の１つまたは複数の取付けインターフェース（換言すれば、接続部
又は連結部）に固定することができる、１つまたは複数の取付けインターフェースを含む
ことができる。例えば、図２は、ベースハンドバッグ１００が、側壁２０４ｂおよび２０
４ｄの上縁部に固定された取付けインターフェース２１０を含むことができることを示す
。本発明のいくつかの実施形態によれば、取付けインターフェース２１０はそれぞれ、比
較的平面の形状を有するとともに、ハンドバッグ１２０ｂの美観を増すことができる。
【００２８】
　それに加えて、図２は、本発明の少なくとも１つの実施形態では、ベースハンドバッグ
１００の取付けインターフェース２１０が、第１および第２の対向面２１２ａ、２１２ｂ
を備えることができることを示す。対向面２１２ａおよび２１２ｂはそれぞれ、１つまた
は複数の固着要素２３０を備えることができる。あるいは、取付けインターフェース２１
０は、各固着要素２３０の一方の側が第１の対向面２１２ａの外側ライナーに接して、ま
たはその中に位置付けられ、各固着要素２３０の他方の側が第２の対向面２１２ｂの外側
ライナーに接して、またはその中に位置付けられるようにして、固着要素２３０を支持す
ることができる。いずれの場合も、第１および第２の対向面２１２ａ、２１２ｂはそれぞ
れ、１つまたは複数の固着要素２３０を含み得ることが理解されるであろう。
【００２９】
　それに加えて、ベースハンドバッグ１００は、主要袋状部２０２の側壁２０４ａおよび
２０４ｂの上縁部に固定される、補助取付けインターフェース２５０（または補助ベース
取付けインターフェース２５０）を含むことができる。図２に示されるように、取付けイ
ンターフェース２５０は、主要袋状部２０２の壁の中に固定された円形リングを含むこと
ができる。より詳細に後述するように、取付けインターフェース２１０、２５０は、複数
の取付力によってハンドバッグカバー１１０（ａ、ｂ）をベースハンドバッグ１００に固
定するためのインターフェースを提供することができる。
【００３０】
　交換可能なカバーに加えて、本発明の１つまたは複数の実施形態はまた、交換可能なハ
ンドルを備えたベースハンドバッグ１００を含むことができる。例えば、図２は、ベース
ハンドバッグ１００が、ハンドル（１つもしくは複数）２７０を除去または交換するため
の取外し可能なクリップ２６０を含むことができることを示す。特に、図２は、ベースハ
ンドバッグ１００が、可撓性ヒンジ２６２によって接続された第１および第２の部分２６
４、２６６によって形成される一般的なリング状本体を備える、１つまたは複数の取外し
可能なハンドルクリップ２６０（例えば、カラビナ式）を含むことができることを示す。
その結果、ユーザは、取外し可能なクリップ２６０を開いて、所与のハンドル２７０を除
去するか、または取り替えることができる。当然ながら、本発明の原理にしたがって、他
のタイプの取外しメカニズムが使用されてもよい。
【００３１】
　いずれの場合も、所与のハンドル２７０またはハンドルの組をベースハンドバッグ１０
０から取り替えるのが可能であることにより、本明細書に記載されるハンドバッグに追加
の設定可能性および柔軟性を提供できることが理解されるであろう。特に、ハンドル２７
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０を交換できることにより、ベースハンドバッグ１００が異なるサイズおよび色のハンド
ル２７０を含むことが可能になり、したがって、ハンドバッグカバー１１０（ａ、ｂ）を
カスタマイズするだけに留まらない異なるレベルのカスタマイズが可能になる。ハンドバ
ッグカバー１１０（ａ、ｂ）と同様に、本発明の１つまたは複数の実施形態は、ユーザに
種々様々なデザインの選択肢を提供するため、様々な異なるスタイルのハンドル２７０を
備えることができる。
【００３２】
　図３およびそれに対応する文章は、図１Ａに示されるハンドルカバー１１０ａの多数の
詳細および特徴を示し、または記載する。例えば、図３は、ハンドバッグカバー１１０ａ
が、４つの側壁３０４ａ～ｄおよび底面３０６によって形成される主要袋状部３０２また
は本体を含むことができることを示す。主要袋状部３０２は、より詳細に後述するように
、ベースハンドバッグ１００を受け入れ覆うことを可能にするサイズおよび構成を有する
ことができる。上述したように、主要袋状部３０２は、少なくとも部分的に、本質的に折
畳み可能な材料を含むことができる。主要袋状部３０２を形成する本質的に折畳み可能な
材料により、主要袋状部３０２が、それが固定されるベースハンドバッグ１００にしたが
って拡張もしくは収縮し、かつ／または保管などのためにほぼ平らになることを可能にす
ることができる。
【００３３】
　図３に示されるように、ハンドバッグカバー１１０ａは、より詳細に後述するようにハ
ンドバッグカバー１１０ａをベースハンドバッグ１００に固定するのに使用する、１つま
たは複数の取付けインターフェースを含むことができる。特に、図３に示されるように、
ハンドバッグカバー１１０ａは、主要袋状部３０２の側壁３０４ｂおよび３０４ｄの上縁
部に固定された取付けインターフェース３１０を含むことができる。取付けインターフェ
ース３１０はそれぞれ、ベースハンドバッグ１００の固着要素２３０に固定することがで
きる、１つまたは複数の固着要素３３０を含むことができる。それに加えて、図３は、ハ
ンドバッグカバー１１０ａの各取付けインターフェース３１０が、折り目３２４によって
接続された下側部分３１２ａおよび上側部分３１２ｂを含むことができることを示す。図
３に示されるように、下側部分３１２ａおよび上側部分３１２ｂはそれぞれ、１つまたは
複数の固着要素３３０を備えることができる。より詳細に後述するように、ユーザは、ベ
ースハンドバッグ１００の取付けインターフェース２１０の周りでハンドバッグカバー１
１０ａの取付けインターフェース３１０を折り曲げて、ハンドバッグカバー１１０ａをベ
ースハンドバッグ１００に固定することができる。
【００３４】
　それに加えて、ハンドバッグカバー１１０ａは、図２に示される補助ベース取付けイン
ターフェース２５０に対応する、主要袋状部３０２の側壁３０４ａおよび３０４ｂの上縁
部に固定された補助取付けインターフェース３５０（または補助カバー取付けインターフ
ェース）を含むことができる。図３に示されるように、取付けインターフェース３５０は
、主要袋状部３０２の壁の中に固定された円形リングを含むことができる。より詳細に後
述するように、取付けインターフェース３５０は取外し可能なリングの固定取付け部位を
提供することができ、それらがハンドバッグカバー１１０ａをベースハンドバッグ１００
に固定し、かつストラップをハンドバッグに固定することができる。
【００３５】
　上述したように、ハンドバッグカバー１１０ａは、ユーザがベースハンドバッグ１００
をカスタマイズできるようにする、任意の数の異なるスタイルまたはデザインを含むこと
ができる。例えば、図４は、部分的に組み立てられたハンドバッグ１２０ａの正面斜視図
を示す。図４に示されるように、ハンドバッグ１２０ａは、ハンドバッグカバー１１０ａ
が周りに部分的に固定されたベースハンドバッグ１００を含む。特に、ベースハンドバッ
グ１００はハンドバッグカバー１１０内に位置付けられる。より詳細に後述するように、
ユーザは、複数の取付力を使用して、ベースハンドバッグ１００の取付けインターフェー
ス２１０をハンドバッグカバー１１０ａの対応する取付けインターフェース３１０に固定
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して、ハンドバッグカバー１１０ａをベースハンドバッグ１００に完全に固定することが
できる。
【００３６】
　上述したように、かつ図４に示されるように、ベースハンドバッグ１００の取付けイン
ターフェース２１０はそれぞれ、１つまたは複数の固着要素２３０を含むことができる。
同様に、ハンドバッグカバー１１０ａの取付けインターフェース３１０もそれぞれ、１つ
または複数の固着要素３３０を含むことができる。本発明の少なくとも１つの実施形態で
は、固着要素２３０は、永久磁石にされている鉄、ニッケル、またはコバルト（もしくは
類似のもの）などの１つまたは複数の対応する要素の組を備え、一方、固着要素３３０は
、永久磁化されてはいないが永久磁石に引き付けられる同じ（もしくは類似の）材料で作
られた、１つまたは複数の対応する要素の組を備える。本発明の別の実施形態では、固着
要素２３０は、永久磁化されてはいないが永久磁石に引き付けられる材料で作られた、１
つまたは複数の対応する要素の組を備えることができ、一方、固着要素３３０は永久磁石
を備える。
【００３７】
　したがって、ベースハンドバッグ１００の固着要素２３０は、ハンドバッグカバー１１
０ａの対応する固着要素３３０に固定可能であることができる。本明細書の開示に照らし
て、任意の特定の固着要素２３０、３３０が永久磁性を備えるか、あるいは永久磁石に引
き付けられる要素を備えることが必須ではないことが理解されるであろう。実際には、メ
ーカーは、固着要素２３０の一部のみが永久磁石であり、他の固着要素２３０がそれ以外
（例えば、ＶＥＬＣＲＯ、もしくはスナップ締結具）であるようにして、ベースハンドバ
ッグ１００の様々な固着要素２３０を混ぜることもできる。それに関連して、メーカーは
、ベースハンドバッグ１００の固着要素２３０に対応するように、ハンドバッグカバー１
１０ａの様々な固着要素３３０を永久磁石と永久磁石に引き付けられる要素とで混ぜるこ
とができるか、あるいはその逆が可能である。
【００３８】
　いずれの場合も、メーカーは、固着要素２３０、３３０が取付けインターフェース２１
０、３１０の表面と事実上同一面（またはその表面内）にあるようにして、固着要素２３
０、３３０を取付けインターフェース２１０、３１０（一般的にその内部）に固着するこ
とができる。例えば、取付けインターフェース２１０、３１０はそれぞれ、固着要素２３
０、３３０がその上または中に固着された１つまたは複数の基板（図示なし）を含むこと
ができる。次に、外側ライナー（すなわち、外側であって、取付けインターフェース２１
０、３１０の図示される表面）が、基板および固着要素２３０、３３０を覆うことができ
る。本明細書でより十分に理解されるように、本発明の１つまたは複数の実施形態では、
これは、固着要素２３０、３３０が、普通に見る人にとっては、取付けインターフェース
２１０、３１０自体と区別できるものとして相対的に認知できないものとなることを意味
する。それに加えて、固着要素２３０、３３０のこの構成は、より十分に後述するように
、適切な位置に置かれたときに、取付けインターフェース２１０、３１０が相当な安定性
で互いに固定可能であることを確保する助けとなり得る。
【００３９】
　図４は、固着要素２３０、３３０を個別の要素として示しているが、これは必ずしも必
須ではないことが理解されるであろう。例えば、固着要素２３０、３３０は、対応する取
付けインターフェース２１０、３１０の全長に及んでもそうでなくてもよい、単一の固着
要素を含んでもよい。いずれの場合も、本明細書の開示に照らして、本発明の１つまたは
複数の実施形態では、ベースハンドバッグ１００の固着要素２３０の数または種類は、対
応するハンドバッグカバー１１０ａに使用される固着要素３３０の数または種類に対応し
得ることが理解されるであろう。さらに、メーカーは、取付けインターフェース２１０、
３１０に使用される固着要素２３０、３３０の数、サイズ、および寸法について、ベース
ハンドバッグ１００および／またはハンドバッグカバー１１０ａの全体的な保持力／引力
の強さ、形状、または他の美観的もしくは機能的配慮を含む、任意の数の異なる要因に基
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づくことができる。
【００４０】
　例えば、図４は、ベースハンドバッグ１００とハンドバッグカバー１１０ａとの間の全
体的な保持力／引力の強さを増加させるため、ハンドバッグ１２０ａが固着要素２３０よ
りも多数の固着要素３３０を含むことができることを示す。特に、本発明の１つまたは複
数の実施形態では、ユーザは、ハンドバッグカバー１１０ａの固着要素３３０をベースハ
ンドバッグ１００の１つまたは複数の固着要素２３０の各面に固定することができる。し
たがって、ベースハンドバッグ１００の取付けインターフェース２１０の固着要素２３０
の１つまたは複数それぞれに対して、取付けインターフェース３１０は、両側に２つの対
応する固着要素３３０を有することができる。より詳細に後述するように、ハンドバッグ
カバー１１０ａの各取付けインターフェース３１０に含まれる追加の固着要素３３０は、
ベースハンドバッグ１００およびハンドバッグカバー１１０ａを組み立てたときの付着を
さらに強化することができる。
【００４１】
　さらに、図４に示されるハンドバッグ１２０ａの固着要素２３０、３３０は視界から隠
れているが、ハンドバッグ１２０ａは、目に見える磁性または別の形の固着要素２３０、
３３０を含み得ることが理解されるであろう。例えば、ハンドバッグ１１０ａは、ベース
ハンドバッグ１００の外側の目に見える表面および／またはハンドバッグカバー１１０ａ
の側面上に、固着要素２３０、３３０を含むことができる。しかし、本発明の１つまたは
複数の実施形態では、メーカーは、特にハンドバッグカバー１１０ａの取付けインターフ
ェース３１０がベースハンドバッグ１００の取付けインターフェース２１０に接続された
ときに視界から隠れるか、または別の形で目立たなくなるようにして、固着要素２３０、
３３０を配置および／または構成するのを好むことがある。
【００４２】
　それに加えて、磁性要素は、本発明のハンドバッグが含んでもよい１つのタイプの固着
要素にすぎないことが理解されるであろう。例えば、本発明の１つまたは複数の実施形態
によるハンドバッグは、それに加えてまたはそれに代えて、フック・ループ要素、スナッ
プ要素、および／または摩擦に基づくタイプのファスナーを含むがそれらに限定されない
、他の形態の締結要素を使用することができる。所与の固着要素のデザインおよび機能に
応じて、ハンドバッグ１２０ａは、ベースハンドバッグ１００およびハンドバッグカバー
１１０ａ上に、それらの間の適切な引力を確保するのに必要な任意の数または配置のかか
る固着要素を含むことができる。
【００４３】
　例えば、本発明の１つまたは複数の実施形態によるハンドバッグは、ベースハンドバッ
グ１００の取付けインターフェース２１０およびハンドバッグカバー１１０ａの取付けイ
ンターフェース３１０上に、等しい数のスナップに基づく対応する固着要素を含んでもよ
い。対照的に、また、磁性に基づく固着要素２３０、３３０と同様に、ハンドバッグ１２
０ａは、それに加えてまたはそれに代えて、ベースハンドバッグ１００の取付けインター
フェース２１０およびハンドバッグカバー１２０ａの取付けインターフェース３１０上に
、任意の数または配置のフック・ループに基づく固着要素を含んでもよい。さらに、ハン
ドバッグ１２０ａは、ハンドバッグカバー１１０ａとベースハンドバッグ１００との間の
適切な付着を作り出すのに必要な、任意の組み合わせの磁石、スナップ、およびフック・
ループ式の固着要素を含むことができる。
【００４４】
　当然ながら、比較的強力であるが薄い磁性固着要素２３０、３３０を使用することで、
多数の異なる利点を提供できることが理解されるであろう。少なくとも１つのそのような
利点は、かかる例示的な磁性固着要素２３０、３３０のサイズ面である。磁性固着要素２
３０、３３０の薄い外形は、ベースハンドバッグ１００およびハンドバッグカバー１１０
ａそれぞれに、そのままで美観的に好ましい滑らかで平坦な取付けインターフェースを提
供することができる。比較的強力な、または比較的多数の磁石を使用することの少なくと
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も別の利点は、それによって、より十分に後述するように、ハンドバッグカバー１１０ａ
に対する強力な取付けを可能にするため、ベースハンドバッグ１００の所与の外表面を通
して十分な引力を提供できるという点である。
【００４５】
　上述したように、ユーザは、少なくとも取付けインターフェース２１０、３１０を使用
して、複数の取付力によってハンドバッグカバー１１０ａをベースハンドバッグ１００に
、またはその周りに固定することができる。例えば、より詳細に後述するように、本発明
の１つまたは複数の実施形態によれば、ユーザは、ハンドバッグカバー１００ａをベース
ハンドバッグ１００の周りに位置付けることができる。次に、ユーザは、ハンドバッグカ
バー１１０ａの固着要素３３０をベースハンドバッグ１００の固着要素２３０に対して固
定可能な位置へと位置合わせして、ハンドバッグカバー１１０ａとベースハンドバッグ１
００との間に磁気による取付力を作り出すことができる。したがって、ユーザは、ハンド
バッグカバー１１０ａの１つまたは複数の取付けインターフェース３１０を、ベースハン
ドバッグ１００の１つまたは複数の取付けインターフェース２１０に固定することができ
る。例えば、ユーザは、ハンドバッグカバー１１０ａの各取付けインターフェース３１０
を折り目３２４に沿って、かつベースハンドバッグ１００の対応する取付けインターフェ
ース２１０の周囲で折り曲げることができる。これにより、ハンドバッグカバー１１０ａ
とベースハンドバッグ１００との間に重力による取付力（少なくとも部分的に折り目３２
４によって支持される）を作り出すことができる。
【００４６】
　図５は、取付けインターフェース２１０、３１０の機能および使用の少なくとも１つの
実施形態による追加の詳細を示す。特に、取付けインターフェース２１０、３１０の間の
特徴および相互作用を示すため、図５は、ベースハンドバッグ１００の取付けインターフ
ェース２１０に完全に固定された、または取り付けられた、ハンドバッグカバー１１０ａ
の各取付けインターフェース３１０を示す。これは、展開され、ベースハンドバッグ１０
０の取付けインターフェース２１０から分離された、ハンドバッグカバー１１０ａの取付
けインターフェース３１０を示す図４とは対照的である。
【００４７】
　したがって、図４および５の両方を参照すると、ハンドバッグカバー１１０ａの取付け
インターフェース３１０の下側部分３１２ａはそれぞれ、ベースハンドバッグ１００の取
付けインターフェース２１０の第１の対向面２１２ａと結合することができる。それに加
えて、図５は、ユーザが取付けインターフェース３１０を折り目３２４の周りで折り曲げ
た後、ハンドバッグカバー１１０ａの取付けインターフェース３１０の上側部分３１２ｂ
がそれぞれ、ベースハンドバッグ１００の取付けインターフェース２１０の第２の対向面
２１２ｂと結合できることを示す。したがって、ハンドバッグカバー１１０ａの取付けイ
ンターフェース３１０をベースハンドバッグ１００の取付けインターフェース２１０に固
定するため、ユーザは最初に、取付けインターフェース３１０の下側部分３１２ａにある
固着要素３３０を取付けインターフェース２１０の第１の表面２１２ａの固着要素２３０
と位置合わせすることができる。固着要素２３０、３３０を互いに位置合わせすることに
よって、ベースハンドバッグ１００とハンドバッグカバー１１０ａとの間に磁気による取
付力が作り出されることが理解されるであろう。
【００４８】
　図５は、ユーザが次に、取付けインターフェース３１０の上側部分３１２ｂを折り目３
２４に沿って、かつ取付けインターフェース２１０の上縁部（ベースハンドバッグ１００
の上縁部でもある）の周りで折り曲げることができることを示す。その後、ユーザは、上
側部分３１２ｂにある固着要素３３０を第２の対向面２１２ｂの固着要素２３０と位置合
わせすることができる。これによって、ベースハンドバッグ１００とハンドバッグカバー
１１０ａとの間に付加的な磁気による取付力を作り出すことができることが理解されるで
あろう。少なくとも１つの実施形態では、上部部分３１２ｂを折り目３２４の周りで折り
曲げることによって、取付けインターフェース３１０が取付けインターフェース２１０を
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本質的に包むことも可能になり、それによってベースハンドバッグ１００とハンドバッグ
カバー１１０ａとの間に重力による取付力が作り出される。
【００４９】
　したがって、磁石を固着要素２３０、３３０として使用する場合、図５における取付け
インターフェースの構成は、重力による取付力（折り目３２４に沿った）と磁気による取
付力（例えば、要素２３０に対する要素３３０）の両方が、ベースハンドバッグ１００を
ハンドバッグカバー１１０ａに接合させ得ることを示す。次いで、取付力は、ユーザが取
付けインターフェース３１０を取付けインターフェース２１０から展開するのに十分な力
を加えたときにのみ壊すことができ、それによって取付力の付着の組み合わせ（重力およ
び／または磁気、あるいは別の形）が壊れる。
【００５０】
　図４～５に示される取付けインターフェース２１０、３１０の特定の構成は、複数の取
付力によってハンドバッグカバー１１０ａをベースハンドバッグ１００に固定することが
できる、取付けインターフェースの例示的な構成にすぎないことが理解されるであろう。
例えば、本発明の別の実施形態によれば、ベースハンドバッグ１００の取付けインターフ
ェース２１０は、ハンドバッグカバー１００の取付けインターフェース３１０の周りで折
り曲げることができる。本発明の別のさらなる実施形態では、取付けインターフェース２
１０、３１０は、ベースハンドバッグ１００およびハンドバッグカバー１１０ａの上縁部
全体に及ぶか、あるいは単一の縁部のみに及ぶことができる。
【００５１】
　重力および磁気による取付力に加えて、本発明の１つまたは複数の実施形態は、ハンド
バッグカバー１１０ａとベースハンドバッグ１００との間に機械的な取付力を作り出すこ
とができる。例えば、上述したように、固着要素２３０、３３０の１つまたは複数は、フ
ック・ループ要素、スナップ要素、バックル要素、または機械的な取付力を作り出す他の
締結具を備えることができる。機械的な取付力は、ベースハンドバッグ１００とハンドバ
ッグカバー１１０ａとの間の付着を増大または変動させ得ることが理解されるであろう。
【００５２】
　例えば、１つまたは複数の実施形態では、ハンドバッグカバー１１０は、取付けインタ
ーフェース３１０の間に、または別の形でハンドバッグカバー１１０の上縁部の少なくと
も一部分の周囲に延在する、１つまたは複数の弾性材を含むことができる。弾性材は、ハ
ンドバッグカバー１１０内で保持し、したがって視界から隠すことができる。弾性材は、
ハンドバッグカバー１１０とベースハンドバッグ１００との間に付加的なまたは代替の取
付力を作り出すことができる。特に、弾性材は、圧縮力のある機械的な取付力によって、
ハンドバッグカバー１１０の上縁部をベースハンドバッグ１００の周りで固定することが
できる。弾性材を含む１つまたは複数の実施形態では、ハンドバッグカバー１１０ａの取
付けインターフェース３１０は上側部分３１２ｂを含まなくてもよいことが理解されるで
あろう。そのような場合、ハンドバッグカバー１１０をベースハンドバッグ１００に固定
する複数の取付力は、固着要素２３０、３３０によって作り出される磁力および弾性材に
よって作り出される機械力を含むことができる。
【００５３】
　本発明の少なくとも１つの実施形態では、カスタマイズ可能なハンドバッグは、上述し
た重力および磁気による取付力に加えて、またはその代わりに、取外し可能なリングによ
って作り出される機械的な取付力を含むことができる。例えば、図５は、ベースハンドバ
ッグ１００の取付けインターフェース２５０およびハンドバッグカバー１１０ａの取付け
インターフェース３５０を通して、ユーザが取外し可能なリング５１０を固定できること
を示す。取外し可能なリング５１０は、ハンドバッグカバー１１０ａをベースハンドバッ
グ１００に固定するための機械的な取付力を提供することができる。実際には、取外し可
能なリング５１０を取付けインターフェース２５０、３５０両方の組へと固定することに
よって提供される取付力は、取付けインターフェース２１０、３１０によって提供される
取付力と組み合わせて、対応するハンドバッグカバー１１０ａへのハンドバッグベース１
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００の取付けに対してより一層の安定性を加えることができる。
【００５４】
　それに加えて、図５に示されるように、取外し可能なリング５１０は、１つまたは複数
の交換可能なショルダーストラップ５１２をハンドバッグ１２０ｂに取り付けるための安
定した取付けポイントを提供することができる。所与のショルダーストラップ５１２また
はショルダーストラップ５１２の組をハンドバッグ１２０ａから交換可能であることによ
り、本明細書に記載されるハンドバッグに追加の設定可能性および柔軟性を提供すること
ができることが理解されるであろう。特に、ショルダーストラップ５１２を交換可能であ
ることにより、ベースハンドバッグ１００が、異なるサイズおよび色のショルダーストラ
ップを含み、したがって、バッグカバー（１つまたは複数）１１０（ａ、ｂ）およびハン
ドル２７０をカスタマイズするだけに留まらない異なるレベルのカスタマイズを含むこと
が可能になる。
【００５５】
　いずれの場合も、ハンドバッグカバー１１０ａをベースハンドバッグ１００に固定する
のに使用される取付けインターフェースおよび取付力は、ハンドバッグカバー１００ａが
ベースハンドバッグ１００から不用意に取り外されるのを防ぐように、十分に強力な取付
けを提供できることが理解されるであろう。さらに、取付けインターフェースは、ベース
ハンドバッグ１００とハンドバッグカバー１００ａとの間に安定した付着を提供するとと
もに、ハンドバッグ１２０が除去可能なカバー１１０を備えたベースハンドバッグ１００
を含むという何らかの視覚的なしるしを低減することができる。例えば、図１Ａおよび１
Ｂに示されるように、取付けインターフェース３１０はベースハンドバッグ１００の主要
袋状部２０２内へと取付けインターフェース２１０の周りで折れ曲がるので、ハンドバッ
グカバー１１０とベースハンドバッグ１００との間のあらゆる接続は視界から隠される。
１つまたは複数の実施形態が、ベースハンドバッグ１００とハンドバッグカバー１１０と
の間のしっかりした取付けを提供するとともに、あらゆるファスナーもしくはそれらの間
の接続を隠すか、またはそれらが目に見える度合いを大幅に低減できることにより、顕著
な美観上の魅力を提供することができる。
【００５６】
　上述のものに加えて、本発明の実施形態によるハンドバッグキットは、少なくとも１つ
のベースハンドバッグ１００を備えることができる。ハンドバッグキットはまた、複数の
異なるスタイルおよび／または色の複数の取付け可能／分離可能なハンドバッグカバー１
１０を備える。追加または代替の実施形態では、ハンドバッグキットはさらに、複数のハ
ンドバッグカバー１１０のスタイルに対応する、複数の異なるスタイルの複数の分離可能
かつ再取付け可能なハンドル２７０を備える。それに関連して、ハンドバッグキットはさ
らに、ベースハンドバッグ１００の上側部分に取付け可能な、複数の交換可能で取外し可
能なクリップを備えることができる。本発明の少なくとも１つの実施形態では、ベースハ
ンドバッグ１００およびハンドバッグカバー１１０は、複数の取付力を使用して互いに固
定可能な１つまたは複数の取付けインターフェース２１０、３１０を含む。例えば、磁気
、重力、摩擦、および機械的な取付力の２つ以上が、ハンドバッグカバー１１０の取付け
インターフェース３１０をベースハンドバッグ１００の取付けインターフェース２１０に
固定することができる。
【００５７】
　したがって、本発明の実施形態は、物理的に堅実で安定した単純かつ効率的な機構を用
いて、様々なハンドバッグカバーをベースハンドバッグに取り付け、分離するための、多
数の利点を提供することが理解されるであろう。本明細書に記載される特徴は、多数の異
なるやり方で修正できることが理解されるであろう。例えば、上述したように、メーカー
は、取付けインターフェース２１０、３１０と本質的に同一面にあるかもしくはそれらと
同平面にある、または別の形で取付けの間は認知できなくてもよい、任意の数または種類
の固着要素２３０、３３０を使用してもよい。さらにまた、本発明の実施形態によれば、
メーカーは、例えばさらなる装飾的要素を提供してもよい、明白に認知できる固着要素２
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３０、３３０を有することを選択してもよい。したがって、本発明の実施形態は、１つま
たは複数の取付力を使用して種々様々なやり方でハンドバッグのカバーを効率的に、有効
に、かつ安定して交換するのに使用することができる、多数の機構を提供する。
【００５８】
　本発明は、その趣旨または本質的な特性から逸脱することなく、他の特定の形態で具体
化されてもよい。記載される実施形態は、あらゆる点において、単なる例示であって限定
的ではないものと見なすべきである。例えば、本発明の実施形態は、それに加えてまたは
それに代えて、交換可能なカバーを備えたバックパック、ダッフルバッグ、またはスポー
ツ用品バッグとして、本明細書に記載される原理を用いて使用するように構成できること
が理解されるであろう。かかるスポーツバッグまたはダッフルバッグは、本明細書に記載
されるように構成された、ジムバッグ、ボーリングボール用のバッグ、サッカーバッグ、
ゴルフバッグなどのバッグを含むことができる。したがって、本発明の範囲は、上述の説
明によってではなく添付の請求項によって示される。請求項と等価の意味および範囲内に
あるすべての変更は、請求項の範囲内に包含されるべきである。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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