
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器本体と、この容器本体の後端部にヒンジ連結される蓋体と

を備えたコンパクト容器であって、上記蓋体の下面に 鏡が
収容される鏡収容凹部が形成され、この鏡収容凹部の上記鏡の四つの角部に対応する四隅
に取り付け部材嵌入部が形成され、 嵌入部に、蓋体に鏡を取り付けるための鏡取
り付け部材が着脱自在に嵌入され、

上記 鏡取り付け部材に、上
記鏡の角部を係脱自在に保持する保持部が形成されていることを特徴とするコンパクト容
器。
【請求項２】
　鏡取り付け部材の保持部が、鏡の角部を嵌合する鏡嵌合凹部である請求項１記載のコン
パクト容器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、容器の蓋体から鏡を取り外すことができるコンパクト容器に関するものである
。
【０００２】
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、この蓋体に着脱自在に
固定される四角形の鏡と 、上記

これら各
上記各嵌入部の上端開口部の内周面に突部が内向きに

突設され、上記各鏡取り付け部材の外側面の、上記嵌入部の突部に対応する部分に、上記
突部と係脱自在に係合する保持用突部が外向きに突設され、 各



【従来の技術】
ファンデーション等の化粧料を収容して携帯するコンパクト容器としては、従来から、図
８に示すようなタイプのものが汎用されている。このコンパクト容器は、上面に化粧皿（
図示せず）を収容する凹部３０ａが形成された合成樹脂製の容器本体３０の後端部に、同
じく合成樹脂製の蓋体３１がヒンジ連結されて構成されている。そして、上記蓋体３１の
下面には、化粧する際に顔を映すための鏡３２が貼着されている。また蓋体３１の前端下
面には、係合用突出片３３が下向きに形成されており、この突出片３３が、容器本体３０
の前端部の係合部３４と係合することにより、蓋体３１の閉蓋状態を保持するようになっ
ている。また、容器本体３０の前端部には切欠部３６が設けられており、この部分に、前
後にわずかに回動する操作部３５が取り付けられている。この操作片３５を内側に押し込
むことにより、上記突出片３３と係合部３４との係合が外れ、蓋体３１が開くようになっ
ている。
【０００３】
このようなコンパクト容器では、通常、鏡３２は、上記のように蓋体３１の下面にそのま
ま、あるいは下面に浅い凹部を形成してその凹部内に、接着剤等で一体的に固定されてい
る。これは、コンパクト容器を携帯する際に、振動や落下の外力が加わっても、鏡３２が
外れて破損等することがないように考慮したものである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、近年、年々増加する廃棄物の処理が社会問題化しており、ごみ排出量の抑
制と資源リサイクル促進の必要性が高まっている。このため、ごみの種類によって、分別
収集を義務づける自治体も増えている。一方、製造業者にも、容器や包装物等のリサイク
ルが義務づけられる傾向になってきている。このような社会状況にあって、上記従来のコ
ンパクト容器は、鏡３２が蓋体３１に接着剤等で一体的に固定されていることから、使用
しなくなったコンパクト容器を廃棄する際に、ガラス廃棄物である鏡３２と、合成樹脂廃
棄物である蓋体３１とを分離することができないため、ごみの分別廃棄に供することがで
きないという問題があった。また、鏡３２が接着されたままのコンパクト容器が廃棄され
ると、上記鏡３２が割れて破片が散乱し、危険が生じるという問題もあった。
【０００５】
本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、コンパクト容器から鏡のみを取り外す
ことができ、ガラス廃棄物と合成樹脂廃棄物とに分別して廃棄することができるコンパク
ト容器の提供をその目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するため、本発明のコンパクト容器は、容器本体と、この容器本体の
後端部にヒンジ連結される蓋体と を備え
たコンパクト容器であって、上記蓋体の下面に 鏡が収容される鏡収容凹部が形成さ
れ、この鏡収容凹部の上記鏡の四つの角部に対応する四隅に取り付け部材嵌入部が形成さ
れ、 嵌入部に、蓋体に鏡を取り付けるための鏡取り付け部材が着脱自在に嵌入さ
れ、

上記 鏡取り付け部材に、上記鏡の角部を係脱自在に保持す
る保持部が形成されているという構成をとる。
【０００７】
このように、本発明のコンパクト容器は、蓋体の下面に四角形の鏡が収容される鏡収容凹
部が形成され、この鏡収容凹部の上記鏡の四つの角部に対応する四隅に取り付け部材嵌入
部が形成され、上記嵌入部に、蓋体に鏡を取り付けるための鏡取り付け部材が着脱自在に
嵌入され、上記鏡取り付け部材に、上記鏡の角部を係脱自在に保持する保持部が形成され
ている。このため、使用時には一体であっても、廃棄時には、簡単に蓋体から鏡だけを取
り外し、ガラス廃棄物である鏡と、合成樹脂廃棄物である蓋体，容器本体とを分離するこ
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、この蓋体に着脱自在に固定される四角形の鏡と
、上記

これら各
上記各嵌入部の上端開口部の内周面に突部が内向きに突設され、上記各鏡取り付け部

材の外側面の、上記嵌入部の突部に対応する部分に、上記突部と係脱自在に係合する保持
用突部が外向きに突設され、 各



とができ、ごみの分別収集への対応が容易かつ完全になる。また、資源のリサイクルも容
易になって、省資源の観点からも好ましい。そして、分別された鏡は、他のガラス廃棄物
とともに慎重に回収されるため、破損等の危険を招くことがない。
【０００８】
しかも、本発明のコンパクト容器は、鏡を容易に取り外すことができるだけでなく、その
取り付けも容易であることから、コンパクト容器自体を廃棄する場合に限らず、使用中に
鏡が破損したり曇ったりした場合に新しい鏡と交換して使用することもできる。さらに、
鏡の交換が容易であるため、あらかじめ凸面鏡や凹面鏡等の複数種類の鏡を準備しておき
、必要に応じてそれらを使い分けることも簡単に行えるようになる。
【０００９】
また、本発明のコンパクト容器において、鏡取り付け部材の保持部が、鏡の角部を嵌合す
る鏡嵌合凹部である場合には、鏡取り付け部材の取り付け取り外しが容易で、組み立て，
分解が行いやすい。しかも、上記鏡取り付け部材は、四角形の鏡の四つの角部だけに取り
付けるものであるため、使用材料が少なくてすみ、材料費の節減や省資源にも貢献する。
【００１０】
【発明の実施の形態】
つぎに、本発明の実施の形態を詳しく説明する。
【００１１】
図１は、本発明の一実施の形態を示すコンパクト容器である。このコンパクト容器は、容
器本体１０と、この容器本体１０の後端部にヒンジ連結される蓋体１１とを備えている。
また、上記蓋体１１の下面には、ガラス製で四角形の鏡１４を収容する鏡収容凹部１３が
形成されている。また、上記鏡収容凹部１３の上記鏡１４の四つの角部に対応する四隅に
、取り付け部材嵌入凹部３が形成されている。上記鏡取り付け部材１には、鏡１４の角部
が着脱自在に嵌合される鏡嵌合凹部２が形成されている。そして、上記鏡１４の四つの角
部に、それぞれ鏡取り付け部材１が嵌合され、その状態で各鏡取り付け部材１が取り付け
部材嵌入凹部３に嵌入されることにより、上記鏡収容凹部１３内に、鏡１４が収容される
ようになっている。
【００１２】
より詳しく説明すると、上記容器本体１０は、合成樹脂製で、平面視において四角形に形
成され、上面の後方側に化粧皿（図示せず）を収容する化粧皿収容部１５が形成され、こ
の化粧皿収容部１５の前方側にパフ（図示せず）を収容するパフ収容凹部１５ａが形成さ
れている。また、この容器本体１０の前端部の上側中央には、切り欠き凹部１６が形成さ
れ、この切り欠き凹部１６の奥面に、閉蓋保持用突部１７が形成されているとともに、こ
の切り欠き凹部１６内には、操作レバー１８が軸支されている。一方、この容器本体１０
の後端部には蓋体１１のヒンジ部１９がヒンジ連結される凹部２０が形成されている。図
において、２１は化粧皿収容部１５に収容された化粧皿を取り外す際に細い棒等を挿入す
る小孔である。また、２５は使用の際に湿ったパフが乾燥しやすいようにするための通気
穴である。
【００１３】
上記蓋体１１は、容器本体１０と同じく合成樹脂製で、平面視で四角形に形成され、後端
部にヒンジ部１９が垂設されている。また、この蓋体１１の下面前端部には、上記容器本
体１０の閉蓋保持用突部１７に係脱自在に係合する閉蓋保持用フック２２が垂設され、こ
れら閉蓋保持用突部１７と閉蓋保持用フック２２が係合することにより、コンパクト容器
の閉蓋状態が保持されるようになっている。
【００１４】
この蓋体１１の下面に形成された鏡収容凹部１３は、縦横の寸法が上記鏡１４と略同一の
長方形状に形成されている。そして、この鏡収容凹部１３の四隅、すなわち収容される鏡
１４の四つの角部に対応する個所に、取り付け部材嵌入凹部３が凹設されている。この取
り付け部材嵌入凹部３は、正方形状に形成され、それ自体の一角において上記鏡収容凹部
１３の一角と連通している。そして、これら取り付け部材嵌入凹部３の開口縁の内側には
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、鏡取り付け部材１を保持するための取り付け部材保持用突部４がそれぞれ２個所づつ形
成されている。また、この鏡収容凹部１３の奥面には、取付けられた鏡１４の裏面と当接
して鏡１４を支持する支持用盛り上がり部５が形成されている。そして、この支持用盛り
上がり部５は、縦横の寸法が上記鏡１４より少し小さい長方形に形成されており、その四
つの角部８が上記各取り付け部材嵌入凹部３と鏡収容凹部１３との連通部分に位置してい
る。
【００１５】
上記鏡取り付け部材１は、合成樹脂製で、図２および図３に示すように、正面視において
縦横の寸法が上記取り付け部材嵌入凹部３と略同様の正方形状であり、その内側に位置す
る一角がＬ形に切り欠き形成されている。そして、上記Ｌ形の切り欠き部７の内側面に、
鏡１４の角部が着脱自在に嵌入する鏡嵌合凹部２が凹設されている。この鏡嵌合凹部２の
奥面は、上記Ｌ形の切り欠き部７の形状に対応したＬ形に形成され、ちょうど長方形の鏡
１４の角部が隙間なく嵌合するようになっている。また、この鏡取り付け部材１には、そ
の外側面の前側寄り部に、上記鏡収容凹部１３の取り付け部材保持用突部４と係脱自在に
係合する保持用突部６が形成されている。そして、上記鏡取り付け部材１は、同一形状の
ものを鏡１４の四つの角部にそれぞれ取り付けることができる。
【００１６】
上記構成において、本発明のコンパクト容器は、つぎのようにして組み立てることができ
る。すなわち、まず、鏡１４の角部に、鏡取り付け部材１を内側向きに配設し、鏡嵌合凹
部２内に上記鏡１４の角部を嵌合させる。このとき、鏡取り付け部材１の保持用突部６が
鏡１４の表面側に位置するようにしておく。そして、同様にして他の角部にも鏡取り付け
部材１を嵌合させ、図４に示すように、四角形の鏡１４の四つの角部にそれぞれ鏡取り付
け部材１を取り付ける。
【００１７】
ついで、上記四つの鏡取り付け部材１が取り付けられた鏡１４を蓋体１１に取り付けるこ
とが行われる。すなわち、まず、四つの鏡取り付け部材１が取り付けられた鏡１４を、そ
の表面が手前を向くようにして鏡収容凹部１３の開口部に配設する。ついで、鏡１４に取
り付けられた四つの鏡取り付け部材１を、それぞれ鏡収容凹部１３の四隅に形成された取
り付け部材嵌入凹部３の開口に位置決めする。そして、図５に示すように、鏡取り付け部
材１を取り付け部材嵌入凹部３内に収容し、鏡取り付け部材１の保持用突部６と、鏡収容
凹部１３の取り付け部材保持用突部４とを係合させることにより、蓋体１１に鏡１４を取
り付ける。このとき、上記鏡取り付け部材１のＬ形の切り欠き部７が、支持用盛り上がり
部５の角部８に当接して位置決め保持されるようになっている。そののち、蓋体１１を前
方に回動させて蓋体１１の閉蓋保持用フック２２と、容器本体１０の閉蓋保持用突部１７
とを係合させ、図６に示すように、コンパクト容器を閉蓋する。この状態で、鏡収容凹部
１３内に取付けられた鏡１４の裏面と、鏡収容凹部１３の奥面に形成された支持用盛り上
がり部５の表面とが面接触し、鏡１４がその裏面側から支持される。
【００１８】
上記コンパクト容器を使用しなくなってゴミとして廃棄する場合には、まず、操作レバー
１８を押圧操作することにより、閉蓋保持用突部１７と閉蓋保持用フック２２の係合を解
除するとともに、蓋体１１を後方に回動させて開蓋する（図５参照）。ついで、鏡取り付
け部材１と取り付け部材嵌入凹部３との間の微小隙間に、爪先や細い金具の先端部等を差
し込んで鏡取り付け部材１の側面に引っ掛け、そのまま鏡取り付け部材１を手前に引き出
すようにして、取り付け部材保持用突部４と保持用突部６との係合を解除する。そして、
４つの鏡取り付け部材１を同様にして外したのち、鏡１４を鏡収容凹部１３から取り出す
。つぎに、鏡１４の四つの角部から、各鏡取り付け部材１を取り外すことにより、鏡１４
だけを取り外す。そして、容器本体１０，蓋体１１および各鏡取り付け部材１を合成樹脂
廃棄物として、鏡１４をガラス廃棄物として、分別して廃棄する。
【００１９】
このように、上記コンパクト容器は、使用しなくなったコンパクト容器を廃棄する際に、
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蓋体１１から鏡取り付け部材１とともに鏡１４を取り出し、その鏡１４から鏡取り付け部
材１を取り外して鏡１４だけを取り外すことができる。したがって、ガラス廃棄物である
鏡１４と、合成樹脂廃棄物である蓋体１１等とを分離して廃棄することが可能となる。し
かも、取り付け部材保持用突部４と保持用突部６との係合により鏡取り付け部材１を保持
していることから、落下のショック等によっても鏡１４が不用意に外れることがない。ま
た、上記コンパクト容器は、鏡１４を容易に取り外すことができるだけでなく、その取り
付けも容易であることから、コンパクト容器自体を廃棄する場合に限らず、使用中に鏡１
４が破損したり曇ったりした場合に新しい鏡１４と交換したり、あらかじめ凸面鏡や凹面
鏡等の種類の異なる鏡１４を準備しておき、必要に応じてそれらを使い分けたりすること
も行えるようになる。
【００２０】
しかも、上記コンパクト容器は、鏡取り付け部材１に、鏡１４の角部に着脱自在に嵌合す
る鏡嵌合凹部２を形成したことから、鏡取り付け部材１の鏡への取り付け取り外しが容易
で、組み立て，分解が行いやすい。さらに、上記鏡取り付け部材１は、四角形の鏡の四つ
の角部だけに取り付けるものであるため、使用材料が少なくてすみ、材料費の節減や省資
源にも貢献する。また、上記鏡取り付け部材１は、同一形状のものを鏡１４の四つの角部
にそれぞれ取り付けることができるため、部品の種類が少なく、生産や部品管理が簡素化
されるという利点もある。
【００２１】
そのうえ、上記コンパクト容器は、鏡収容凹部１３に取付けられた鏡１４の裏面を、鏡収
容凹部１３の奥面に形成された支持用盛り上がり部５に面接触させているため、四つの角
部だけで支持されている鏡１４が裏面側からも支持され、振動等が加わってもがたつきに
くくなる。しかも、上記鏡取り付け部材１のＬ形の切り欠き部７と支持用盛り上がり部５
の角部８とが当接して鏡取り付け部材１が位置決め保持されるようにしているため、鏡取
り付け部材１自体のがたつきも少なくなる。このため、使用中に鏡１４ががたつき、映っ
た顔がぶれて化粧しにくくなるようなことがないうえ、不用意に鏡１４を破損させること
も少ない。
【００２２】
図７は本発明の他の実施の形態を示すコンパクト容器である。このコンパクト容器は、鏡
収容凹部１３の後側の内側面に、収容された鏡１４を取り外す際に指先等を挿入する切り
欠き部２３が形成されている。そして、蓋体１１から鏡１４を取り外す際には、上記切り
欠き部２３に指先等を挿入して鏡１４の下端縁に引っ掛け、そのまま鏡１４を引き出すよ
うにして取り付け部材保持用突部４と保持用突部６との係合を解除し、容易に鏡１４を蓋
体１１から取り外すことができる。それ以外は、図１に示すものと同様であり、同様の作
用，効果を奏する。
【００２３】
【発明の効果】
以上のように、本発明のコンパクト容器は、使用時には一体であっても、廃棄時には、簡
単に蓋体から鏡だけを取り外し、ガラス廃棄物である鏡と、合成樹脂廃棄物である蓋体，
容器本体とを分離することができ、ごみの分別収集への対応が容易かつ完全になる。また
、資源のリサイクルも容易になって、省資源の観点からも好ましい。そして、分別された
鏡は、他のガラス廃棄物とともに慎重に回収されるため、破損等の危険を招くことがない
。
【００２４】
しかも、上記コンパクト容器は、鏡を容易に取り外すことができるだけでなく、その取り
付けも容易であることから、コンパクト容器自体を廃棄する場合に限らず、使用中に鏡が
破損したり曇ったりした場合に新しい鏡と交換して使用することもできる。さらに、鏡の
交換が容易であるため、あらかじめ凸面鏡や凹面鏡等の複数種類の鏡を準備しておき、必
要に応じてそれらを使い分けることも簡単に行えるようになる。
【００２５】
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また、本発明のコンパクト容器において、鏡取り付け部材の保持部が、鏡の角部を嵌合す
る鏡嵌合凹部である場合には、鏡取り付け部材の取り付け取り外しが容易で、組み立て，
分解が行いやすい。しかも、上記鏡取り付け部材は、四角形の鏡の四つの角部だけに取り
付けるものであるため、使用材料が少なくてすみ、材料費の節減や省資源にも貢献する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態を示すコンパクト容器を示す分解斜視図である。
【図２】鏡取り付け部材を示す正面図である。
【図３】上記鏡取り付け部材を示す側面図である。
【図４】鏡取り付け部材を鏡に取り付けた状態を示す正面図である。
【図５】鏡収容凹部に鏡を収容した状態を示す斜視図である。
【図６】上記コンパクト容器を示す断面図である。
【図７】本発明の他の実施の形態を示す斜視図である。
【図８】従来のコンパクト容器を示す斜視図である。
【符号の説明】
１　鏡取り付け部材
２　鏡嵌合凹部
３　取り付け部材嵌入凹部
１０　容器本体
１１　蓋体
１３　鏡収容凹部
１４　鏡
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【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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