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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】使用形態を各段に広げることができ、かつ取扱
性に優れたワイプ容器保持体及びワイプディスペンサを
提供する。
【解決手段】座板１１と、座板に立設する背板１２及び
側板１３とを備え、座板、背板又は側板の少なくともい
ずれかにワイプ容器２を固定するための固定部２３を備
え、固定部が側板の内側面よりも内側に突出して形成さ
れている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座板と、前記座板に立設する背板及び側板とを備えたワイプ容器保持体であって、
　前記座板、背板又は側板の少なくともいずれかにワイプ容器を固定するための固定部を
備えたワイプ容器保持体。
【請求項２】
　側板が一対で形成されている請求項１記載のワイプ容器保持体。
【請求項３】
　固定部が側板の内側面よりも内側に突出して形成されている請求項１又は２記載のワイ
プ容器保持体。
【請求項４】
　座板が側板よりも前方に向けて延出形成された請求項１～３のいずれかに記載のワイプ
容器保持体。
【請求項５】
　ワイプ容器保持体の設置対象に対して前記ワイプ容器保持体が取付可能な取付部を座板
、背板又は側板のいずれかに有する請求項１～４のいずれかに記載のワイプ容器保持体。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載のワイプ容器保持体が、ワイプ容器を保持するワイプデ
ィスペンサ。
【請求項７】
　ワイプ容器には、複数のワイプを積層して構成されたワイプ積層体が内部に収納される
とともに、前記ワイプ容器内から取り出される前記ワイプに抵抗を付与するためのオリフ
ィスが設けられており、
　前記オリフィスが形成されたオリフィス部材には、ワイプ取出孔側から前記ワイプ積層
体の表面に押し付けられる向きに付勢力が付与されていて、前記ワイプが前記ワイプ取出
孔を通って引き出されるのに伴う前記ワイプ積層体の嵩高の減少に伴って、前記オリフィ
ス部材が前記付勢力により前記ワイプ積層体の表面に押し付けられる請求項６記載のワイ
プディスペンサ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワイプ容器保持体及びワイプディスペンサに関する。なお、本発明において
「ワイプ」とは、拭き材の意味であり、特に、柔軟な繊維シートに薬液を付けたものであ
って、固体表面の不要物を拭き取る機能を持ったものを指す。例えば、ウェットティッシ
ュ、ボディーウォッシュ、メーク落とし、トイレの便座クリーナー等のようなものである
。
【背景技術】
【０００２】
　ウェットティッシュ、ウェットシート等のように、水分、アルコール又はその他の薬品
等を繊維シートに含浸させたワイプ製品が清掃用や清拭用等、各種の用途に利用されてい
る。そのような液体を含浸させたワイプの収納形態にはいくつかの種類がある。従来から
知られている収納形態としては、例えばミシン目を介して繋がった一つながりの長尺のワ
イプを円筒形のプラスチック製ボトル内に収納したいわゆるボトルタイプや、多数枚のワ
イプを積層したワイプ積層体をプラスチックフィルム製の袋体内に収納したいわゆる袋タ
イプ等がある（例えば、特許文献１、２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－４９４５６号公報
【特許文献２】特開平９－１５６６７６号公報



(3) JP 2015-168460 A 2015.9.28

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記したボトルタイプのワイプディスペンサは、後続のワイプと繋がっている先端のワ
イプをボトル内から引っ張り出すと、その際にワイプに付与される抵抗力によって最先端
のワイプのみがミシン目で切り離され、一枚のワイプとして取り出されるように構成され
ている。しかし、このようなボトルタイプのワイプディスペンサは、ワイプを一枚ずつ引
き出すのに相当な力が必要となる。また、ボトルタイプのワイプディスペンサは、ワイプ
を引き出す際には、一方の手でワイプの先端を持ち、他方の手でボトルをしっかりと持た
なければならない。そのため、ワイプを引き出す際の手間がかかりやすく、特に高齢者等
にとっては使い難いものであった。
【０００５】
　これに対し、一枚毎に独立したワイプを積層させてプラスチックフィルム製の袋体に収
納した袋タイプのワイプディスペンサは、ボトルタイプのワイプディスペンサに比べてワ
イプを引き出す時の力は必要とせず、片手でもワイプを取り出すことはできる。しかし、
袋タイプのワイプディスペンサは、ワイプを取り出す取出口を上に向けた状態で卓上等に
横向きに置いて使用することになるので、美的な印象が優れなかったり、ボトルタイプに
比べて置くスペースが多く必要になっていた。そして、置くスペースが多く必要になると
、例えばトイレ等のような狭いスペースに置いておくことができず、使用時にその都度ワ
イプディスペンサを持ち運ばなければいけないという煩わしさがあった。一方、袋タイプ
のワイプディスペンサを取出口を前方に向けて単に縦向きに置いたのでは、蓋体の開閉が
し難いだけでなく、蓋体を開いた時に内部に収納されたワイプ積層体が外部に出てしまっ
たりすることがあるので、ユーザーは一方の手でワイプの先端を持ってワイプを引き出し
、他方の手でワイプ積層体が外部に出ないよう抑えなければいけないという煩わしさが生
じてしまうおそれがあった。また、従来から使用されているボトルタイプのような縦置き
のワイプディスペンサを好むユーザーもおり、袋タイプのワイプディスペンサでは、この
ようなユーザーのニーズに応えることができずにいた。
【０００６】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、使用形態を各段に広げることが
でき、かつ取扱性に優れたワイプ容器保持体及びワイプディスペンサ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】
【０００７】
　本発明に係るワイプ容器保持体は、
（１）座板と、前記座板に立設する背板及び側板とを備えたワイプ容器保持体であって、
前記座板、背板又は側板の少なくともいずれかにワイプ容器を固定するための固定部を備
えたワイプ容器保持体、
（２）側板が一対で形成されている上記（１）記載のワイプ容器保持体、
（３）固定部が側板の内側面よりも内側に突出して形成されている上記（１）又は（２）
記載のワイプ容器保持体、
（４）座板が側板よりも前方に向けて延出形成された上記（１）～（３）のいずれかに記
載のワイプ容器保持体、
（５）ワイプ容器保持体の設置対象に対して前記ワイプ容器保持体が取付可能な取付部を
座板、背板又は側板のいずれかに有する上記（１）～（４）のいずれかに記載のワイプ容
器保持体を要旨とする。
【０００８】
　また、本発明に係るワイプディスペンサは、
（６）上記（１）～（５）のいずれかに記載のワイプ容器保持体が、ワイプ容器を保持す
るワイプディスペンサ、
（７）ワイプ容器には、複数のワイプを積層して構成されたワイプ積層体が内部に収納さ
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れるとともに、前記ワイプ容器内から取り出される前記ワイプに抵抗を付与するためのオ
リフィスが設けられており、前記オリフィスが形成されたオリフィス部材には、ワイプ取
出孔側から前記ワイプ積層体の表面に押し付けられる向きに付勢力が付与されていて、前
記ワイプが前記ワイプ取出孔を通って引き出されるのに伴う前記ワイプ積層体の嵩高の減
少に伴って、前記オリフィス部材が前記付勢力により前記ワイプ積層体の表面に押し付け
られる上記（６）記載のワイプディスペンサを要旨とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、座板、背板又は側板の少なくともいずれかにワイプ容器を固定するた
めの固定部を備えているので、ワイプ容器を確実にワイプ容器保持体に固定することがで
きる。したがって、ユーザーがワイプ容器を取り扱う時にも該ワイプ容器がワイプ容器保
持体から外れることなく、取扱い性を向上させることができる。また、本発明によれば、
狭いスペースにも容易に配置することができるので、使用する時にその都度持ち運ぶとい
うような取扱いの煩雑さも解消することができ、快適に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係るワイプディスペンサの正面図である。
【図２】ワイプディスペンサの分解斜視図である。
【図３】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図４】オリフィス部材の作用効果を説明するための説明図である。
【図５】本発明に係るワイプ容器保持体の構成を表す斜視図である。
【図６】ワイプ容器保持体の変形例の構成を表す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明に係るワイプディスペンサ１の構成を図１～図４に基づいて説明する。図１は、
本発明に係るワイプディスペンサ１の実施の形態を表した正面図、図２は、ワイプディス
ペンサ１の分解斜視図である。また、図３は、図１のＡ－Ａ線断面図、図４は、ワイプ容
器の説明図である。
【００１２】
　ワイプディスペンサ１は、ワイプ容器２をワイプ容器保持体３が保持するように構成さ
れている。ワイプ容器２は、略直方体状に形成されており、複数のワイプ４ａを積層して
構成されたワイプ積層体４を内部に収納している。また、ワイプ容器２には、ワイプ積層
体４から分離される一枚のワイプ４ａを取り出すためのワイプ取出孔５がワイプ容器２の
前面部２ａの中央位置に配置されている。なお、ワイプ容器２は、例えば袋状に形成した
ものや、プラスチック等で形成されたもの等があるが、これらに限定されるものではない
。以下においては、ワイプ容器２が袋状に形成された例を用いて説明する。
【００１３】
　ワイプ容器２は、気密性を有する可撓性のあるプラスチックフィルム等によって袋状に
形成されており、前面部２ａに形成された開口部６以外の部分がヒートシール等によって
気密に封止されている。なお、ワイプ容器２を袋状に形成する場合には、ワイプ容器２は
、一層構造でもよいし、複数層を積層した構造にしてもよい。
【００１４】
　ワイプ容器２の開口部６には、剛性を有するプラスチック材からなる取出孔部材７が密
着して固着されている。取出孔部材７は、内側部分にワイプ４ａを取り出すためのワイプ
取出孔５が形成されている。また、取出孔部材７は、ワイプ容器２から引き出されるワイ
プ４ａに抵抗を付与するためのオリフィス８ａを有するオリフィス部材８がワイプ取出孔
５内に配置されている。なお、本発明においては、オリフィス部材８がどのような態様で
あってもよく、その形状等については何ら限定されるものではない。
【００１５】
　取出孔部材７には、ワイプ取出孔５を外方から閉塞又は開放することができる蓋体９が



(5) JP 2015-168460 A 2015.9.28

10

20

30

40

50

開閉自在に設けられている。蓋体９を閉じるとワイプ容器２内が外気とほとんど遮断され
、ワイプ積層体４の乾燥を防止することができる。
【００１６】
　ワイプ容器２内に収納されたワイプ積層体４は、複数枚のワイプ４ａを連続的に折り重
ね合わせて形成されている。ワイプ積層体４は、例えば、個別に独立した枚葉のワイプ４
ａをいわゆるＺ折り等の態様で折り畳み、隣り合うワイプ４ａ同士を互いに端部同士で重
ね合わせて構成されているが、ワイプ積層体４の構成はこれに限定されるものではない。
例えば、ワイプは、ミシン目を介して繋がった一つながりの長尺のタイプであってもよい
し、これ以外のものであってもよい。また、ワイプの折りの態様も、上記したＺ折り以外
の態様であってもよい。
【００１７】
　ワイプ４ａは、紙、織布又は不織布等を用いて成形された繊維シートに薬液等を含浸さ
せたものである。薬液等としては、例えば、アルコール類、水又はこれらの混合物が挙げ
られ、香料、抗菌剤、消臭剤、界面活性剤、防腐剤、色素、消泡剤、酸化防止剤、清澄剤
、可溶化剤等を配合してもよい。また、その他の材料からなる基布や薬液等を使用しても
よい。なお、繊維シートは、例えば合成繊維及び／又は天然繊維によって形成されたもの
であるが、これには限定されない。
【００１８】
　ワイプ積層体４のワイプ４ａを引っ張ると、隣り合うワイプ４ａ同士が各々重なり合っ
ていることにより、最先端のワイプ４ａに続いて後続のワイプ４ａも移動する。そして、
オリフィス８ａを通過する際にワイプ４ａに付与される抵抗により、最先端のワイプ４ａ
だけが後続から分離されて一枚のワイプ４ａとして取り出される。
【００１９】
　オリフィス部材８は、ワイプ容器２においては、ワイプ取出孔５からワイプ４ａが引き
出されることに伴うワイプ積層体４の嵩の減少量に応じて、ワイプ容器２のワイプ取出孔
５と対向する底面に向けて移動するように、片持ち支持されて構成されている。このオリ
フィス部材８は、基端側の所定位置から自由端側に向かって底面に向けて斜めに傾斜する
ように延びている。オリフィス部材８は、該オリフィス部材８が付勢されていない自然状
態では、自由端がワイプ容器の底部よりも下方に位置する形状に形成されており、ワイプ
積層体４の表面に押し当てられた状態では、自然状態からその状態まで弾性変形しており
、その結果、この弾性変形により生じた力によって、ワイプ積層体４に付勢力が付与され
る。
【００２０】
　図４に示すように、オリフィス部材８は、ワイプ積層体４の表面がＡ１位置にある場合
には、Ａ１位置でワイプ積層体４の表面と接してワイプ積層体４の表面を押し付ける。ま
た、ワイプ積層体４の嵩高が減少してワイプ積層体４の表面がＡ２位置になった場合には
、オリフィス部材８はワイプ積層体４の嵩高の減少量に応じてＡ２位置まで移動し、Ａ２
位置においてワイプ積層体４の表面と接してワイプ積層体４の表面を押し付ける。さらに
、ワイプ積層体４の嵩高が減少してワイプ積層体４の表面がＡ３位置になった場合には、
オリフィス部材８はワイプ積層体４の嵩高の減少量に応じてＡ３位置まで移動し、Ａ３位
置においてワイプ積層体４の表面と接してワイプ積層体４の表面を押し付ける。このよう
に、オリフィス部材８は、ワイプ積層体４の嵩高に変化が生じても、ワイプ積層体４の表
面を押し付けている。
【００２１】
　このように、ワイプ容器２は、オリフィス部材８の弾性力に伴う付勢力によってワイプ
積層体４の表面を押し付けた状態が維持されるので、ワイプ容器２内でワイプ積層体４が
崩れることがない。また、ワイプ積層体４の嵩高が減少した状態では、オリフィス形成部
材８がワイプ４ａの引き出し方向に対して傾いた状態になる。そのため、オリフィス８ａ
内を通過するワイプ４ａに対してオリフィス８ａから強い摩擦抵抗が作用して、最先端の
ワイプ４ａをワイプ積層体４から適切な位置で分離させて確実に取り出すことができる。
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【００２２】
　なお、本実施の形態では、オリフィス部材８が片持ち支持される態様で説明をしたが、
オリフィス部材８がワイプ積層体４の表面を押し付けることができれば、これに限定され
るものではない。
【００２３】
　なお、本発明におけるワイプ容器２は、ワイプ積層体４が全部消費された時にワイプ積
層体４を詰め替えることができるいわゆる詰め替えタイプのものであってもよいし、上記
した詰め替えができない使い捨てタイプのものであってもよい。
【００２４】
　ワイプ容器保持体３は、ワイプ容器２を保持するためのもので、座板１１と、この座板
１１に立設する背板１２及び側板１３とを備えている。本実施の形態では、これら座板１
１、背板１２及び側板１３は一体成形により形成されているが、これら座板１１、背板１
２及び側板１３を別々に形成して組み立ててもよいし、これ以外の構成であってもよい。
【００２５】
　座板１１、背板１２及び側板１３は、例えば剛性のあるプラスチック材等により形成さ
れている。これら座板１１、背板１２及び側板１３は、それぞれが同じ材料で形成されて
いてもよいし、異なる材料で形成されていてもよい。
【００２６】
　図２及び図５に示すように、ワイプ容器保持体３は、図２に示すｘ方向の前面が開口す
るように形成されている。また、ワイプ容器保持体３において、座板１１、背板１２及び
側板１３に囲まれた部分には、ワイプ容器２を収納するための収納空間１４が形成されて
いる。座板１１には、収納空間１４側に座面１５が形成されており、背板１２は、収納空
間１４側に内背面１６が形成されており、さらに側板１３には、収納空間１４側に内側面
１８が形成されている。また、背板１２には、内背面１６とは反対側に外背面１７が形成
されており、側板１３には、内側面１８とは反対側に外側面１９が形成されている。
【００２７】
　また、座板１１、背板１２及び側板１３には開口２０が形成されている。この開口２０
は、ワイプ容器保持体３を全体的に軽量化するためのものである。また、ワイプディスペ
ンサ１が、使い終わったワイプ容器２を交換することのできるタイプである場合には、こ
の開口２０は、使用後のワイプ容器２を収納空間１４から取り除きやすくするためのもの
でもある。
【００２８】
　さらに、背板１２にはリブ２１が形成されている。このリブ２１はワイプ容器保持体３
を補強するためのもので、背板１２の外側から内側に向けて盛り上がるように形成されて
いる。即ち、背板１２の外背面１７側から見た場合にはこのリブ２１が形成されている部
分が凹状に形成され、背板１２の内背面１６側から見た場合にはこのリブ２１が形成され
ている部分が凸状になるように形成されている。なお、本実施の形態では、背板１２には
複数のリブ２１が形成されているが、形成するリブ２１の数は特に限定されない。また、
このリブ２１の形状や盛り上がり形成される方向も特に限定されるものではない。さらに
、本実施の形態では、背板１２にのみリブ２１が形成されているが、背板１２以外の座板
１１及び側板１３のいずれに形成してもよい。
【００２９】
　また、背板１２には、取付部２２が形成されている。取付部２２は、後述する取付部材
を取り付けるためのものであり、本実施の形態では、ワイプ容器保持体３の背板１２に形
成されている。また、本実施の形態では、取付部２２は、背板１２の外背面１７から一段
凹んだ凹部を形成し、この凹部の中に孔が開口形成するように形成されている。なお、こ
の取付部２２は、取付部材を取付固定することができれば、他の形状であってもよい。ま
た、取付部２２を形成する位置は背板１２以外に設けてもよい。
【００３０】
　側板１３は、図２に示すｙ方向で対向するように一対で形成されている。また、側板１
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３には固定部２３が形成されている。固定部２３は、側板１３の内側面１８から突出し、
収納空間１４側に突出面２３ａが形成されており、収納空間１４にワイプ容器２を収納し
た時に、この収納したワイプ容器２を挟む等して、ワイプ容器２を収納空間１４内に固定
することができるように形成されている。この固定部２３の突出量は任意に設定すること
もできるが、全幅寸法に対する片側寸法の割合が１～５％であることが好ましい。固定部
２３の突出量を上記した範囲内にすることで、収納空間１４に対するワイプ容器２の着脱
を確実かつ容易に行うことができる。また、固定部２３と固定部２３との間における間隔
は、ワイプ容器２の幅と同じか、又はワイプ容器２の幅よりも小さくなっていることが好
ましい。このような間隔を有するように固定部２３を形成することで、ワイプ容器２をワ
イプ容器保持体３が挟むことができ、ワイプ容器保持体３がより確実にワイプ容器２を保
持することができる。なお、本実施の形態では、固定部２３を形成するのみの構成にして
いるが、ワイプ容器２を収納空間１４内に確実に固定するために、接着剤や粘着性テープ
等のような固定手段によりワイプ容器２とワイプ容器保持体３とを固定することができる
。例えば、固定手段が接着剤の場合には、突出面２３ａに接着剤を塗布すればよく、固定
手段が粘着性テープの場合には、突出面２３ａに粘着性テープを貼付すればよい。特に、
固定手段に接着剤を用いる場合には、突出面２３ａとワイプ容器２とを密着させるために
ホットメルト接着剤を用いて行うことがより好ましい。
【００３１】
　取付部材は、ワイプ容器保持体３を壁Ｗ等のような設置対象に取り付けるためのもので
ある。この取付部材は、壁Ｗ等にワイプ容器保持体３を取り付けることができれば、従来
から公知のものを任意に使用してよく、例えば吸盤２４やマグネットを用いたり、両面テ
ープで貼りつけたり、ネジ止めすることができる。ここでは、取付部材の例として吸盤２
４を使用した例を用いて説明する。
【００３２】
　吸盤２４は、ワイプ容器保持体３の取付部２２に取り付けられるように構成されており
、取付部２２に取り付けられると吸着面２４ａがワイプ容器保持体３の後方を向くように
なっている。ワイプ容器保持体３は、この吸盤２４を介して該ワイプ容器保持体３の後方
に位置する壁Ｗや柱等に取付固定される。なお、吸盤２４は、一つだけ取り付けてもよい
し、複数個を取り付けてもよい。例えば、複数個の吸盤２４を用いて壁Ｗ等に固定すれば
、ガタツキのない非常に安定した状態で使用することができる。また、本実施の形態では
、取付部２２がワイプ容器保持体３の背板１２に設けられているのでワイプ容器保持体３
の後方に設けられているが、これに限定されるものではない。
【００３３】
　このように構成されたワイプディスペンサ１は、図２に示すＢ方向に向けてワイプ容器
２を移動させると、ワイプ容器保持体３の収納空間１４内に収納される。このように収納
される時、図１に示すように、本実施の形態では固定部２３が側板１３に形成されている
ため、固定部２３がワイプ容器２の側面を挟むことができる。したがって、この固定部２
３を備えることで、収納空間１４内にワイプ容器２をより確実に固定することができる。
【００３４】
　また、ワイプ容器保持体３は、収納空間１４内にワイプ容器２を収納して保持するため
に、強度と柔軟性を併せ持つことが必要とされる。本実施の形態では、座板１１、背板１
２及び側板１３に開口部６を開口形成することでワイプ容器保持体３を柔らかくすると共
に、背板１２にリブ２１を形成することで、ワイプ容器保持体３の強度をも向上させるこ
とができる。即ち、本実施の形態によれば、開口部６及びリブ２１を形成することによっ
て、ワイプ容器保持体３に強度と柔軟性を併せ持たせることができる。また、ワイプ容器
保持体３に開口部６を形成することにより、該ワイプ容器保持体３の製造に必要な材料を
少なくすることもでき、製造コストを低減することもできる。
【００３５】
　また、本実施の形態は、吸盤２４を取り付けることができる取付部２２を有しているの
で、この取付部２２に吸盤２４を取り付けて設置対象となる壁Ｗ等に対してワイプディス
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ペンサ１を取り付けることができる。したがって、本実施の形態に係るワイプ容器保持体
３及びワイプディスペンサ１は、設置するスペースを減少させることができ、さらには壁
Ｗや柱等に掛けて使用する等、使用形態を格段に広げることができる。また、このように
ワイプ容器保持体３を構成することで、ユーザーは片手でワイプ４ａを引っ張れば該ワイ
プ４ａを取り出すことができるとともに、ワイプ４ａを引っ張る際の力も少なくてすむ。
さらに、ワイプ４ａを取り出す時の煩雑さを感じさせず、取扱性を向上させることもでき
る。また、本実施の形態に係るワイプ容器保持体３は、取付部２２を凹状に形成している
ので、例えば吸盤２４を用いて壁Ｗ等に吸着させた時に、壁Ｗ面とワイプ容器保持体３の
外背面１７との間隔を小さくすることができる。そのため、ワイプ４ａを取り出す動作に
合わせてワイプ容器保持体３が壁Ｗ等の設置対象に対して、取付部２２を支点として大き
く動いてしまったりする煩わしさを解消することができ、より使用時における煩わしさを
低減することができる。また、本実施の形態では、収納空間１４のｘ方向前面が開口して
いるので、座板１１や側板１３によってワイプ容器２の前面を覆うことがなく、該ワイプ
容器２の前面全体を露出させることができる。したがって、例えば、ワイプ容器２の前面
等に描かれた各種絵柄や図柄等をユーザーに視認させやすくすることもできる。
【００３６】
　なお、本実施の形態では、側板１３に固定部２３を形成してワイプ容器２を挟む構成に
しているが、固定部２３の少なくとも突出面２３ａに接着剤や粘着テープ等の固定手段を
設けてもよい。これにより、固定部２３で挟むことによってワイプ容器２が収納された状
態を維持するのみならず、固定手段によって固定部２３とワイプ容器２とをより確実に固
定することが可能になる。
【００３７】
　次に、本発明に係るワイプ容器保持体の変形例を図６に基づいて説明する。なお、ワイ
プ容器保持体の構成について、先に説明したのと同じ構成の部分はその説明を省略する。
【００３８】
　図６で示すように、本変形例のワイプ容器保持体３１は、底板の構成が先に説明した例
とは相違している。即ち、本変形例のワイプ容器保持体３１は、座板３２がｘ方向前方に
向けて延出する延出部３２ａを有するように構成されている。したがって、底板のｙ方向
両側に設けられた側板３３のｘ方向の長さよりも座板３２の幅の方が延出部３２ａがある
分だけ長くなり、そして側板３３の端部から延出するように形成されている。
【００３９】
　本変形例では、先に説明した効果に加えて、ワイプ容器保持体及びワイプディスペンサ
の取扱い性をさらに向上させることができる。即ち、本変形例のワイプ容器保持体及びワ
イプディスペンサは、ワイプ容器からワイプを取り出す時にも転がることがないので、ワ
イプを取り出す毎にワイプディスペンサを元の位置に置き直したりする手間をなくすこと
ができ、取扱い性を向上させることができる。
【００４０】
　以上、本発明に係るワイプ容器保持体及びワイプディスペンサの構成及び作用効果につ
いて詳細に説明したが、上記した実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲
に記載された発明の概念に含まれる全ての態様を含むものである。
【符号の説明】
【００４１】
　１　ワイプディスペンサ
　２　ワイプ容器
　３，３１　ワイプ容器保持体
　４　ワイプ積層体
　４ａ　ワイプ
　５　ワイプ取出孔
　７　取出孔部材
　８　オリフィス部材
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　１１，３２　座板
　１２　背板
　１３，３３　側板
　１４　固定空間
　２０　開口
　２１　リブ
　２３　固定部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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