
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンボスカードと請求書等を載置する基台 (3)と、

からなり、前
記本体 (1)は前記基台 (3)に対してその一側面において開閉自在に軸支され、前記本体 (1)
の裏部には

小型インプリンターにおいて、
携帯時及び不使用時に

は前記窓 (2)内に前記キャリッジ (5)を収納可能とすると共に前記窓 (2)の端部に設けたロ
ーラー収納部 (10)に前記多孔質ローラー (7)を収納可能

ことを特徴
とする小型インプリンター。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、クレジットカード等のエンボスカードＸを使用し、請求書等Ｙに印刷し、携帯
に便利で汚れない小型インプリンターに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、小型インプリンターには、実公昭６０－３０４号（以下（イ））、実公昭６０－１
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一方を開放端とし当該開放端に多孔
質ローラー (7)を保持した箱状のキャリッジ (5)と、窓 (2)を設けた本体 (1)と

略Ｖ字型の弾発部材 (9)を設けて前記キャリッジ (5)を前記窓 (2)内で往復移動
可能に弾発支持した 使用時には前記キャリッジ (5)の前記
開放端を基台へ向けて前記窓 (2)内で往復移動させて転写を行い、

とし、前記ローラー収納部 (10)及
び前記箱状のキャリッジ (5)で前記多孔質ローラー (7)を露呈しないようにした



７３３３号（以下（ロ））、実公昭６２－２２３８３号（以下（ハ））、実公平５－３６
７１０号（以下（ニ））の先願がある。
（イ）、（ロ）、（ハ）は、基本構成が本願とは異なることは明白であり、キャリッジの
支持方法は、面当接して摺動させている。
また、（ニ）は、基本構成は一部で同じであるが、キャリッジの支持方法は本体の表面を
面当接して摺動させている。
これら、４件の出願は、どれも本体と基台を開くとキャリッジに設けられた、多孔質ロー
ラーは、下方に露呈されている。
したがって、不用意に携帯していると、本体と基台とが開き、多孔質ローラーのインキで
他の物を汚す結果となる。
ここで、多孔質ローラーは、本体と基台を開くと半周面が露呈されることになる。
こうした課題を解決するために、（イ）、（ロ）、（ハ）には、本体と基台の開きを防止
するためにロック機構を設けており、結果金型上もコスト的にもアップすることになる。
また、ロック機構を態々外す手間を要することになる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
以上のように、従来の課題は、本体と基台を開くと多孔質ローラーが、半周面露呈してお
り、携帯時に不用意に開くと他の物を汚す結果となる。
また、こうしたことを解決しようとして、ロック機構を設けると金型上もコストアップと
なり、ロック機構を係脱する手間を要する。
こうしたことにより、コスト高になるロック機構を設けず、携帯時に不用意に本体と基台
が開いても多孔質ローラーによる、他の物への汚れを防止する小型インプリンターを提供
する。
また、更に、携帯しやすく、コスト的にも安価な小型インプリンターを提供する。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　エンボスカードと請求書等を載置する基台 (3)と、

からなり、前
記本体 (1)は前記基台 (3)に対してその一側面において開閉自在に軸支され、前記本体 (1)
の裏部には

小型インプリンターにおいて、
携帯時及び不使用時に

は前記窓 (2)内に前記キャリッジ (5)を収納可能とすると共に前記窓 (2)の端部に設けたロ
ーラー収納部 (10)に前記多孔質ローラー (7)を収納可能

ことを特徴
とする小型インプリンター。
【０００５】
【作用】
携帯時、及び、不使用時には、多孔質ローラー７をローラー収納部１０に収納している。
また、キャリッジ５と長側縁部８を係合させて、キャリッジ５を本体１に固定している。
そして、キャリッジ５を持ち、窓２の空いている方向に引き出しながら、本体１の長側縁
部８又はキャリッジ５の表面のどちらか一方に設けられた凸部１３と他の一方に設けられ
た凹部１４の係合を解除する。
キャリッジ５は、本体１の長側縁部８の裏部と弾発部材９の間で軸支されているので回転
可能であり、上記解除後には前記キャリッジ５を立てて多孔質ローラー７部分をエンボス
カードＸと請求書Ｙを積層した基台３に向けて押圧しながら往復移動させ、請求書Ｙに転
写させる。
【０００６】
ここで、積層する順番は、基台３の上にエンボスカードＸ、その上に請求書Ｙを載設する
。基台３と本体１を開けて、エンボスカードＸは、カード挿入口２０よりセットされ、そ
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の上から請求書Ｙを載せる。この状態のまま本体１を基台３方向に回転させ前記エンボス
カードＸと請求書Ｙを挟着保持する。
この時、本体１の一側縁において開閉自在に軸支した部分より外側に角部１６を設けて、
相対する基台３側の部分には前記角部１６を弾発押圧する弾発片１７を設けて前記基台３
と前記本体１が開くことを防止している。
また、開くときには角部１６は、弾発片１７を押し下げて凹１８に位置し、開閉時の手応
えを与える。
最後に使用したあとは、基台３と本体１を開き転写された請求書Ｙを取出し、カード挿入
口２０から飛び出しているエンボスカードＸを引抜き、そしてキャリッジ５の多孔質ロー
ラー７部分をローラー収納部１０側に前記キャリッジ５を倒す。そして、初期の状態にキ
ャリッジ５と長側縁部８を係合させ、キャリッジ５を本体１に固定する。
【０００７】
【実施例】
本発明の実施例を図１、図２、図３より詳細に説明する。
１は、本体であり、真中に窓２を設けた枠状としている。前記本体１には、前記窓２の少
なくとも一方の短辺にローラー収納部１０を設けている。
３は、基台であり、前記本体１と一側縁において開閉自在に軸支している。また、基台３
の表面にはエンボスカードＸを収容するカード凹部４が設けられている。
【０００８】
５は、キャリッジであり、一方を開放端とした箱状であり、前記開放端には軸６により多
孔質ローラー７を回転可能に保持している。また、大きさは窓２の幅より小さい幅である
。
前記キャリッジ５は、本体１の窓２の中を往復移動可能としており、軸６は本体１の長側
縁部８の裏面と弾発部材９との間を摺動している。従って、キャリッジ５は、軸６を中心
にして回転可能に軸支されている。
回転可能に軸支される方法は、軸６だけでなくキャリッジ５の長側縁部８に相対する表面
に設けても本発明の意図とするところである。
長側縁部８に相対するキャリッジ５の少なくとも一側面と長側縁部８のどちらかに凸部１
３を、もう一方に凹部１４を設けて、携帯時にキャリッジ５を固定する。
更にまた、本体１の長側縁部８に相対するキャリッジ５の少なくとも一側面に係止突部１
５を設けて、前記長側縁部８の表面に当接させキャリッジ５の収納時にはキャリッジ５の
落ち込みを防ぎ、平行を保持する。
【０００９】
９は、略Ｖ字型の弾発部材であり、本体１の長側縁部８の裏面に設けられている。本実施
例の弾発部材９は、合成樹脂からなり、特に、一枚の合成樹脂板であっても中央で２枚あ
わせた合成樹脂板であってもよい。
特に、本実施例は合成樹脂であるが、スチールの板バネも使用可能であるこのは言うまで
もない。
前記弾発部材９は、本体１の長側縁部８の裏面に中央で螺子係合されており、両端部に孔
１１を設け、長側縁部８の裏面より突出して設けたガイド凸部１２と前記孔１１により弾
発部材９の抜け（外れ）を防止する。
本体１には、基台３と開閉自在に軸支している一側縁に角部１６を設け、前記角部１６に
相対する基台３には凹１８を有する弾発片１７を設けている。
角部１６は、本体１を閉じた時には弾発片１７により弾発押圧され、前記基台３と前記本
体１が開くことを防止している。角部１６は、弾発片１７と面当接にて押圧されている。
【００１０】
次に、本発明の小型インプリンターの使用法は、　携帯時、及び、不使用時には、多孔質
ローラー７をローラー収納部１０に収納してある。
また、キャリッジ５と長側縁部８を係合させ、キャリッジ５を本体１に固定している。
そして、キャリッジ５を持ち、窓２の空いている方向に引き出しながら、本体１の長側縁
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部８又はキャリッジ５の表面にそれぞれ設けた凸部１３、凹部１４の係合を解除する。
【００１１】
キャリッジ５は、本体１の長側縁部８の裏面と弾発部材９の間で軸支されているので回転
可能であり、上記解除後には前記キャリッジ５を立てて多孔質ローラー７部分をエンボス
カードＸと請求書Ｙを積層した基台３に向けて押圧しながら往復移動させ、請求書Ｙに転
写させる。
ここで、積層する順番は、基台３の上にエンボスカードＸ、その上に請求書Ｙを載設ける
。基台３と本体１を開けて、エンボスカードＸは、カード挿入口２０よりセットされ、そ
の上から請求書Ｙを載せる。この状態のまま本体１を基台３方向に回転させ前記エンボス
カードＸと請求書Ｙを挟着保持する。
この時、角部１６は本体１と基台３が開いた状態では凹１８に位置している。
本体１と基台３を閉じると角部１６と弾発片１７は面当接し押圧され本体１と基台３が開
きにくい状態となる。
最後に使用したあとは、基台３と本体１を開き転写された請求書Ｙを取出し、カード挿入
口２０から飛び出しているエンボスカードＸを引抜き、そしてキャリッジ５の多孔質ロー
ラー７部分をローラー収納部１０側に前記キャリッジ５を倒す。
そして、初期の状態にキャリッジ５と長側縁部８を係合させ、キャリッジ５を本体１に固
定する。
【００１２】
【効果】
以上のような構成であるので、本体１と基台３を開くと多孔質ローラー７が、ローラー収
納部１０に収納され露呈しておらず、携帯時に不用意に本体１と基台３が開いても多孔質
ローラー７によって、他の物を汚ごすことを防止できる。
また、更に、キャリッジ５が収納できるので携帯しやすく、使用時には手に十分保持でき
るキャリッジ５を取り出すことが出来使用しやすく、しかもコスト的にも安価な小型イン
プリンターである。
【００１３】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の全体斜視図
【図２】本発明の実施例の一部部品斜視図
【図３】本発明の実施例について不使用状態の説明図
【図４】本発明の実施例について使用状態の説明図
【図５】本発明の実施例の角部と弾発片の略拡大図
【００１４】
【符号の説明】
１　　本体
２　　窓
３　　基台
４　　カード凹部
５　　キャリッジ
６　　軸
７　　多孔質ローラー
８　　長側縁部
９　　弾発部材
１０　　ローラー収納部
１１　　孔
１２　　ガイド凸部
１３　　凸部
１４　　凹部
１５　　係止突部
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１６　　角部
１７　　弾発片
１８　　凹
１９　　表面
２０　　カード挿入口

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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