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(57)【要約】
【課題】皮膚を色白く美しく保護するとともに導電按摩
効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクを提供する。
【解決手段】三つのレアの薄膜から構成される。内層薄
膜１と外層薄膜２とは顔のマッサージ用の材質を採用す
る。真中の層は導線３１及び導電薄片３２から組成され
、内層薄膜１と外層薄膜２との間に埋め込んで固定され
る。導線３１は導電ボタン３３に接続され、しかも、マ
ッサージマスクの適当な箇所に集中して設けられる。そ
れは制御装置と合わせて導電するように結ぶ。そうする
と、マッサージマスクは同時に、皮膚の色を白く美しく
保護し、導電して按摩するという二重の効果に役立つの
で、顔のマッサージも気脈及び血液の循環効果を提供す
る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　三層の薄膜を整合して組成し、少なくとも内層薄膜、外層薄膜、導線、及び導電薄片か
ら組成される物質層であり、
　内層薄膜は顔のマッサージ薄膜の材質を採用して、吸水保湿の特性を持ち、
　外層薄膜はマッサージ薄膜の材質を採用して、吸水保湿の特性があり、
　導線及び導電薄片は複数であり、それぞれ内層薄膜及び外層薄膜の間に埋め込んで固定
され、導線の一端はそれぞれ導電ボタンに接続され、マッサージ薄膜の外層薄膜の適当な
箇所に集中のように設けられ、制御装置と合わせて導電するように結ばれ、
　内層薄膜、外層薄膜、導線、及び導電薄片を整合して形成され、使用のときに、顔のマ
ッサージ用の薄膜マスクを適当に濡らし、制御装置をスタートして導電すると、マスクは
導線を経由して電流を導電薄片まで伝送し、皮膚を色白く美しく保護し、導電して按摩す
る二重の効果に役立つことを特徴とする導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マス
ク。
【請求項２】
　複数の導電薄片は顔の各つぼの位置に合わせるように分布されることを特徴とする請求
項１に記載の導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスク。
【請求項３】
　複数の導電薄片は発泡海綿のパッドを敷くように設けることを特徴とする請求項１に記
載の導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスク。
【請求項４】
　内層薄膜、外層薄膜、導線、及び導電薄片の整合方式は縫い合わせ又は粘着結合を採用
することを特徴とする請求項１に記載の導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マス
ク。
【請求項５】
　マスクは、少なくとも顔の目、鼻、または口の位置に複数の対応する孔穴を設けること
を特徴とする請求項１に記載の導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスク。
【請求項６】
　マスクの本体の選定箇所に、ワンセット又はワンセット以上の固定ユニットを設置する
ことを特徴とする請求項１に記載の導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスク。
【請求項７】
　固定ユニットは、ゴム入りテープ、縛り帯、粘着帯、及び束ねひものいずれかを採用す
ることを特徴とする請求項６に記載の導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスク
。
【請求項８】
　マスクの顔の口の位置に切断分離の形態を形成し、切断分離の位置に、粘着装置を配置
することを特徴とする請求項１に記載の導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マス
ク。
【請求項９】
　マスクの周囲壁に束ねひもを埋め込むことを特徴とする請求項１に記載の導電按摩効果
を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスク。
【請求項１０】
　マスクのあごの位置に、長さを加える延伸プレートを追加することを特徴とする請求項
１に記載の導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスク。
【請求項１１】
　導電薄片は必要ならば、内層薄膜の表面から露出することを特徴とする請求項１に記載
の導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスク。
【請求項１２】
　外層薄膜と導電薄片又は発泡海綿のパッドとの中間層の間に、さらに、単層の絶縁薄片
を敷くように追加することを特徴とする請求項１に記載の導電按摩効果を持つ顔のマッサ
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ージ用の薄膜マスク。
【請求項１３】
　絶縁薄片に、適当に複数の孔穴を開けることを特徴とする請求項１２に記載の導電按摩
効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスク。
【請求項１４】
　導電薄片に、適当に複数の孔穴を開けることを特徴とする請求項１に記載の導電按摩効
果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は顔のマッサージ（massage）用の薄膜マスク（mask）に関する設計であり、特
に、同時に皮膚の色を白く美しく保護し、導電して按摩する二重の効果に役立つというも
のを指す。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、顔のマッサージ用の既知の薄膜マスクは主に、単層の薄膜材質（例えば、非
織布）から構成される。その内面に、皮膚の色を白く美しく保護する成分物を設ける。使
用のときに、顔のマッサージ用の薄膜が濡れ、顔を貼り覆って、皮膚の保護の効果を提供
する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　でも、従来から、顔のマッサージ用の既知の薄膜マスクは単一だから、顔の気脈及び血
液の循環のための新しい効果が出てこなかった。
　したがって、本発明の主な目的は導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクを
提供することにある。それは主に、三層の薄膜から構成される。内、外層の薄膜は顔のマ
ッサージ用の材質を採用する。真中の層は導線及び導電薄片から組成され、内、外層薄膜
の間に埋め込んで固定される。導線は導電ボタン（button）に接続され、しかも、マッサ
ージマスクの適当な箇所に集中される。それは中又は低周波の制御装置と合わせて導電す
るように結ぶ。そうすると、マッサージマスクは同時に、皮膚を色白く美しく保護し、導
電して按摩するという二重の効果に役立つので、顔のマッサージも気脈及び血液の循環効
果を促進し、顔の老化、病変を改善し、皮膚の性質がもっと明るく緊密になる。
【０００４】
　本発明のもう一つの目的は導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクを提供す
ることにある。それは外層の薄膜と導電薄片との中間層に、さらに単層の絶縁薄片（例え
ばプラスチック（plastic）薄片）を敷くように追加する。それで、導線及び導電薄片を
適当に隔離させるので、外層薄膜がユーザ（user）の手の部位に接触しても、導電の恐れ
がない。
【０００５】
　本発明のさらにもう一つの目的は導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクを
提供することにある。顔のマッサージ用の薄膜マスクの選定箇所に、固定のユニット（un
it）を設ける。束ねて位置決めをする繋ぎ帯は一つの例とする。ゴム入りテープ（tape）
、縛り帯、粘着帯、束ねひもなどでもよく、それに限られない。それで、薄膜マスクはさ
らにより顔に貼り付けられる。つまり、薄膜マスクとユーザの顔との極めてよい接触の効
果が得られる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前掲の目的を達成するために、本発明の導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マ
スクの設計は主に、三つのレアの薄膜から構成される。内、外層の薄膜は顔のマッサージ
用の材質を採用する。真中の層は導線及び導電薄片から組成され、内、外層薄膜の間に埋
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め込んで固定される。導線は導電ボタンに接続され、しかも、マッサージマスクの適当な
箇所に集中される。それは制御装置と合わせて導電するように結ぶ。そうすると、マッサ
ージマスクは同時に、皮膚の色を白く美しく保護し、導電して按摩するという二重の効果
に役立つので、顔のマッサージも気脈及び血液の循環効果を提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明の目的、特徴を遂げて、採用される技術手段及び効果などをご了解いただくため
に、以下、さらに具体的な実施例に図面とあわせて詳しく説明してみよう。
　まず、図１から図３に示すのは、本発明の第１実施例による導電按摩効果を持つ顔のマ
ッサージ用の薄膜マスクであって、その設計は三層の薄膜を整合して組成する。それは主
に内層薄膜１、外層薄膜２、導線３１、導電薄片３２などの要素から組成される物質層で
ある。
【０００８】
　内層薄膜１は顔のマッサージ薄膜の材質を採用して、吸水保湿の特性を持つ。
　外層薄膜２はマッサージ薄膜の材質を採用して、吸水保湿の特性もある。
　導線３１及び導電薄片３２は複数であり、内層薄膜１と外層薄膜２との間に埋め込んで
固定される。導線３１の一端はそれぞれ導電ボタン３３に接続され、しかも、マッサージ
薄膜の外層薄膜２の適当な箇所に集中して設けられる。それで、中又は低周波の制御装置
（あとで詳しく説明）と合わせて導電するように結ぶ。前掲の複数の導電薄片３２は顔の
各つぼの位置に合わせるように分布する。また、各導電薄片３２の上面に、さらに、発泡
海綿のパッド（pad）３２１を敷くように追加する。
【０００９】
　上述組成の内層薄膜１、外層薄膜２、導線３１、及び導電薄片３２を整合すると、顔の
マッサージ用の薄膜マスクは形成される。整合方式は縫い合わせや粘着結合や他の既知の
結合技術を採用しても良く、いずれの制限もない。使用のときに、顔のマッサージ用の薄
膜マスクが適当に濡れ、制御装置をスタート（start）して導電すると、マスクは導線３
１を経由して、電流を導電薄片３２まで伝送する。その結果、同時に、皮膚を色白く美し
く保護し、導電して按摩するという二重の効果に役立つので、顔のマッサージも気脈及び
血液の循環効果を提供する。
【００１０】
　上述の内層薄膜１、外層薄膜２、導線３１、及び導電薄片３２から組成したマッサージ
用の薄膜マスクは、顔の目、鼻、口など位置に、複数の対応する孔穴１１、１２、１３が
開けられるので、ユーザの顔に適当に貼り付けられる。前掲の顔の鼻の位置における孔穴
１２が局部裁断の方式により、開けられるプレート（plate）を形成するので、顔を覆う
ときに、自動的に開けられて、孔穴１２を構成する。
【００１１】
　本実施例により、マッサージ用の薄膜マスクの設計はマスクの本体の選定箇所に、ワン
セット（one set）又はワンセット以上の固定ユニットを設置する。束ねて位置決めをす
る繋ぎ帯４１、４２は一つの例とする。ゴム入りテープ、縛り帯、粘着帯、束ねひもなど
でもよく、それに限られない。それで、薄膜マスクはさらにより顔に貼り付けられる。つ
まり、薄膜マスクとユーザの顔との極めてよい接触の効果が得られる。
【００１２】
　図２に示すように、マスクの顔の口における孔穴１３の位置に、切断分離の形態は形成
される。切断分離の位置に、粘着装置１３１（粘着帯又は自動粘着フィルムなど）を配置
する。それで、切断分離の箇所は粘着装置１３１を経由して、きつく引かれるように繋が
れて粘着される。結局、マスクと顔の肌、皮膚は緊密に貼り付けられ、薄膜マスクとユー
ザの顔とのすぐれた接触にとって、助ける効果だと言える。
【００１３】
　図４に示すように、マスクの選定周囲壁に（例えば、口の下方）、適当に、束ねひも５
を埋め込んでもよい。かぶったあとで、束ねひも５をきつく引くと、薄膜マスクはさらに
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より顔に貼り付けられる。
　前掲の内面における内層薄膜１は保湿作用がある。内層薄膜１の表面に、噴き剤ボトル
（bottle）６で、適量の薄膜マスク液体やしっとりしている栄養液や色白く美しくするよ
うな各種の保守液７を噴き塗ってもよい。（図５参照）
【００１４】
　図６に示すように、マスクの外層薄膜２に、複数の導電ボタン３３を設置して、制御装
置８と接続してもよい。また、マスクは有線又は無線の方式を選択して、制御装置８と接
続してもよい。そして、中、低周波の制御装置を経由して、顔の気脈及び血液の循環を促
進して、色白く美しく保護すると共に、つぼの按摩などマルチ（multi）効果も得られる
。
　図７に示すように、マスクのあご又は他の選定位置に、長さを加える延伸プレート１４
を追加し、制御装置２との異なる結合形態を形成してもよい。
【００１５】
　本発明の第２実施例による導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクは、顔の
マスクの形態以外、目のマスク（図８参照）や口のマスク（図９参照）や他の任意の選定
の各種形態をとる。
　本発明の第３実施例による導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクは、図１
０に示すように、掲示した導電薄片３２が必要ならば、内層薄膜１の表面から露出する。
それで、導電薄片３２は直接、顔の肌、皮膚と接触するが、導線３１を内層薄膜１と外層
薄膜２との間に固定する。
【００１６】
　本発明の第４実施例による導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクは、図１
１に示すように、その主要の構造はほぼ第１実施例と同じであるが、外層薄膜２と導電薄
片３２（又は発泡海綿のパッド３２１）との中間層の間に、さらに、単層の絶縁薄片９（
例えばプラスチック薄片）を敷くように追加する。それで、導線３１及び導電薄片３２を
適当に隔離させるので、外層薄膜２がユーザの手の部位に接触しても、導電の恐れがない
。
　マスクのすぐれた吸水性及び通気性を確保するために、前掲の絶縁薄片９に、適当に複
数の孔穴９１を開ける。その他、導電薄片３２にも、同じように複数の孔を開ける。
【００１７】
　前掲の制御装置８は既知のユニットであり、主に、中枢のＩＣを設ける。ＩＣから伝送
するパルスを経由して、インダクター（inductor）及びコンデンサー（condenser）が充
電及び放電し、高圧が出て来る。プログラム（program）で、パルス（pulse）の広さ（約
１ＨＺ‐１５０ＨＺ）を制御すると、異なる強弱の按摩感じが生じる。要するに、制御装
置８は内部の回路で、パルスの高圧を提供する。
　以上の各図面に掲示した内容はただ本発明の実施例であり、本発明の技術範囲を制限し
ない。同じ応用又は類似の技術手段で、いずれの変更、修飾をしても、皆、本発明の請求
範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施例による導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクを
示す斜視図である。
【図２】本発明の第１実施例による導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクの
使用状態を示す模式図である。
【図３】本発明の第１実施例による導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクを
示す分解斜視図である。
【図４】本発明の第１実施例による導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクの
応用例を示す斜視図である。
【図５】本発明の第１実施例による導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクの
使用方式を示す模式図である。
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【図６】本発明の第１実施例による導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクへ
の制御装置の接続方法を示す模式図である。
【図７】本発明の第１実施例による導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクへ
の制御装置の他の接続方法を示す模式図である。
【図８】本発明の第２実施例による導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクを
示す斜視図である。
【図９】本発明の第２実施例による導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスクを
示す斜視図である。
【図１０】本発明の第３実施例による導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスク
を示す斜視図である。
【図１１】本発明の第４実施例による導電按摩効果を持つ顔のマッサージ用の薄膜マスク
を示す分解斜視図である。
【符号の説明】
【００１９】
　１　内層薄膜、２　外層薄膜、３１　導線、３２　導電薄片、３３　導電ボタン、３２
１　発泡海綿のパッド、１１、１２、１３　孔穴、４１、４２　繋ぎ帯、１３１　粘着装
置、５　束ねひも、６　噴き剤のボトル、７　保守液体、８　制御装置、１４　延伸プレ
ート、９　絶縁薄片、９１　孔穴

【図１】

【図２】

【図３】
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