
JP 2017-504369 A 2017.2.9

10

(57)【要約】
　美容および他の視覚的製品をディスプレイするための
装置および方法が、開示される。ディスプレイシステム
は、フレームおよびサンプル部分を備えることができる
。美容製品の色および質感などの特質が、サンプル部分
上にディスプレイされることが可能であり、フレーム部
分は、製品棚と界接して、サンプルをディスプレイ内の
関連する製品と位置合わせすることができる。サンプル
部分は、フレームに開放可能に取り付けられて、ユーザ
によって取り外し、美容製品が塗布され得るユーザの体
部分の上方に置くことができ、または本体部分は、サン
プル部分がフレームに取り付けられながらも、サンプル
部分の近傍に体の部分を置くことができる。ユーザは、
有利には、美容製品を塗布することなく、体の部分に塗
布されたときの美容製品を見ることができる。システム
は、たとえば、手指の爪のポリッシュのディスプレイに
有用である。
【選択図】　　　　図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　美容製品サンプルディスプレイシステムであって、
　細長い横列に対して垂直である細長い縦列内に美容製品を整理する、製品棚の前記細長
い横列に取り付けられるように構成されたフレームであって、製品棚の前記細長い横列は
、美容製品の多数の細長い縦列が消費者に見えるように、消費者空間の近くに配置される
ように構成され、各々の細長い縦列は、同じ色または他の視覚特性を有する美容製品を含
み、前記美容製品は、前記細長い縦列内に前後に配置され、
　前記フレームは、さらに、多数の材料見本片を解放可能に受け取り、各々の材料見本片
を、１つの材料見本片を美容製品の各々の細長い縦列に隣接させて配置し、かつ前記材料
見本片を美容製品の各々の細長い縦列と位置合わせすることによって、美容製品の対応す
る細長い縦列に関連付けるように構成される、フレームと、
　多数の材料見本片であって、各々が、
　　美容製品サンプルを含みまたはディスプレイし、前記美容製品の色または他の視覚的
特性を、消費者による厳密な調査のために露出させるように構成され得るサンプル部分で
あって、各々のサンプル部分は、外向きに前記製品棚から離れて前記消費者空間内に突出
するように構成されて、消費者が前記サンプル部分と接触し、前記色または他の視覚的特
性を厳密に評価することを可能にする、サンプル部分と、
　　前記美容製品サンプルの前記名称または供給元を特定するラベルを含むまたはディス
プレイするように構成され得るラベル部分と、
　　少なくとも１つのスロット係合突起部とを備える、多数の材料見本片とを備え、
　前記フレームは、さらに、前記多数の材料見本片の各々の前記スロット係合突起部を受
け取るための１つまたは複数のフレームスロットを含み、前記１つまたは複数のフレーム
スロットは、前記多数の材料見本片が摺動して、美容製品の前記対応する細長い縦列と位
置合わせすることを可能にするように配置される、美容製品サンプルディスプレイシステ
ム。
【請求項２】
　各々のサンプル部分が、薄く、手指の爪のように全体的に成形され、このとき前記手指
の爪の先端部は前記フレームに向かって延びており、前記手指の爪の基部は前記フレーム
から離れて前記消費者空間に向かって延びており、それにより、前記消費者空間内の消費
者は、自身の手指の爪を前記サンプル部分のすぐ下方に置いて、自身の手指の爪上に直接
的に置かれた場合に自身の皮膚の色に関連して前記美容製品が生み出す視覚的効果を確認
することができる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記フレームが、前記細長い棚に取り外し可能に取り付けられるように構成され、吊り
下げ部分を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　各々の材料見本片が、少なくとも０．７５インチ（１．９１ｃｍ）の幅を有する、請求
項１に記載のシステム。
【請求項５】
　各々の材料見本片が、少なくとも０．１インチ（０．２５ｃｍ）だけ前記フレームから
突出する、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記フレームが、前記細長い棚に接着されるように構成され、取り外し可能なカバーを
備えた接着剤のストリップを含んで前記接着を容易にする、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記フレームが、少なくとも１つのフレーム突起部を備え、前記材料見本片が、少なく
とも１つの材料見本片スロットを含み、前記少なくとも１つの材料見本片スロットは、前
記フレーム突起部を受け取るように構成されて、前記材料見本片と美容製品の前記対応す
る細長い縦列の物理的支持および位置合わせを助ける、請求項１に記載のシステム。
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【請求項８】
　前記スロット係合突起部が、ボタンを備え、前記１つまたは複数のスロットの各々が、
保持機構を備え、前記保持機構は、
　前記少なくとも１つのボタンを取り外し可能に留めるように構成されたボタン穴を含む
保持デバイスと、
　前記フレームの縁から製品棚の前記細長い横列に向かって延びる溝と、
　前記溝と前記保持デバイスとの間に配設されたリッジであって、それにより、前記ボタ
ンは、摺動して前記溝を通り前記リッジを超えて前記ボタン穴に入ることができ、前記フ
レームは、それによって前記材料見本片を保持する、リッジとを備える、請求項７に記載
のシステム。
【請求項９】
　前記システムが、前記材料見本片が挿入および取り外し中に限定された捩じり応力を受
けるように構成され、前記応力は、前記ボタンが前記リッジを通り越すときに最大に達す
る、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記１つまたは複数のディスプレイ材料見本各々が、手指の爪のように成形されたサン
プル部分を含み、前記サンプル部分は、
　人の手指の爪を全体的に覆いながら美容製品をディスプレイするために消費者に直接的
に露出され消費者が見ることができるように構成された、上部凹状表面と、
　人の手指の爪がすぐ隣にぴったり重なることを可能にするように構成された対応する前
部凸状表面と、
　前記サンプル部分が、ユーザの手指の爪を全体的に覆い、ユーザの皮膚の隣で美容製品
の色をディスプレイし易くなるように、標準的な甘皮部に当接するように成形された湾曲
した縁部とを有する、請求項２に記載の美容製品サンプルディスプレイシステム。
【請求項１１】
　美容製品サンプルを美容製品に関連付けてディスプレイする方法であって、
　製品棚から外向きに消費者空間に向けて突出するように構成された剛性のプラスチック
製の着脱可能な材料見本片を提供することであって、前記材料見本片は、
　　消費者への直接的なディスプレイのための美容製品を受け取るように構成されたサン
プル部分と、
　　少なくとも１つの溝の界接特徴を備える連結機構とを備える、提供することと、
　細長い横列に対して垂直である系列で美容製品を整理する、製品棚の前記細長い横列に
取り付けられるように構成されたフレームを提供することであって、前記フレームは、さ
らに、多数の材料見本片を解放可能に受け取り、各々の材料見本片を、１つの材料見本片
を各々の系列に隣接させて配置し、かつ前記材料見本片を各々の系列に位置合わせするこ
とによって美容製品の対応する系列に関連付けるように構成され、前記フレームは、さら
に、
　　前記材料見本片を前記対応する系列に関連付けて保持するために前記材料見本片の前
記連結機構と界接するように構成された保持機構であって、少なくとも１つの溝を含む、
保持機構を備える、提供することと、
　前記溝の界接特徴を前記フレームの前記溝内に摺動させて前記材料見本片を美容製品の
前記対応する系列と位置合わせすることによって、前記材料見本片を配置することとを含
む、方法。
【請求項１２】
　前記溝が、前記フレームの長さに沿って延び、それにより、前記材料見本片を配置する
ことは、前記溝の界接特徴を前記溝に沿って横方向に摺動させることを含む、請求項１１
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記フレームが、各系列に対して１つの溝を含み、前記材料見本片を配置することが、
前記溝の界接特徴を前記フレームの細長い軸に対して垂直に、特有の系列に直接向かって
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摺動させることを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記保持機構が、さらに、第２の溝を含み、２つの溝は、トラックスロットを含み、前
記材料見本片は、２つの対応するレール部分を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記保持機構が、さらに、リッジおよびボタン穴を含み、前記溝が、前記材料見本片上
のボタンを前記ボタン穴の方向に案内するように構成され、前記リッジが、前記ボタンが
、容易に摺動して前記ボタン穴から外れることを防止するように構成される、請求項１３
に記載の方法。
【請求項１６】
　美容製品サンプルディスプレイシステムであって、
　溝フレームであって、
　　長手方向長さを有するラック本体部分と、
　　１つまたは複数の摺動溝であって、各々の摺動溝はトラックスロットを含み、各々の
トラックスロットは、前記ラック本体部分の前記長手方向の長さに沿って延びる、１つま
たは複数の摺動溝とを備える、溝フレームと、
　１つまたは複数のディスプレイ材料見本であって、各々のディスプレイ材料見本は、
　　前記１つまたは複数のディスプレイ材料見本の１つまたは複数の外縁に沿って線形に
配設された１つまたは複数のレール部分を含む、１つまたは複数のディスプレイ材料見本
とを備え、
　前記１つまたは複数のレール部分の各々は、前記１つまたは複数の摺動溝の前記トラッ
クスロット内に摺動可能であるがしっかりと嵌まるように構成され、
　前記溝フレームは、１つまたは複数のディスプレイ材料見本を摺動可能であるがしっか
りと嵌めるように構成され得る、美容製品サンプルディスプレイシステム。
【請求項１７】
　前記１つまたは複数の材料見本各々が、手指の爪のように成形されたサンプル部分を含
み、前記サンプル部分は、
　人の手指の爪を全体的に覆いながら美容製品をディスプレイするために消費者に直接的
に露出され消費者が見ることができるように構成された、上部凹状表面と、
　前記上部凹状表面と対応し、人の手指の爪がすぐ隣にぴったり重なることを可能にする
ように構成された前部凸状表面と、
　前記サンプル部分が、ユーザの手指の爪を完全に覆い、ユーザの皮膚の隣で美容製品の
色をディスプレイし易くなるように、標準的な甘皮部に当接するように成形された湾曲し
た縁部とを有する、請求項１６に記載の美容製品サンプルディスプレイシステム。
【請求項１８】
　さらに、前記ラック本体部分に固定可能であるように構成された防盗用溝ロックを備え
る、請求項１７に記載の美容製品サンプルディスプレイシステム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願と共に出願されたアプリケーションデータシート内の外国または国内の優先権が
特定されるあらゆるすべての出願は、ＣＦＲ１．５７の下で参照によって本明細書に組み
込まれる。本出願は、表題「Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｄｉｓ
ｐｌａｙｉｎｇ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｃｏｌｏｒｓ（代理人参照番号ソース
１．０５５ＰＲ）」である、２０１３年１１月２７日出願の米国仮特許出願第６１／９０
９，９９７号および表題「Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙｉｎｇ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｃｏｌｏｒｓ（代理人参照番号ソース１
．０５５ＰＲ２）」である、２０１４年７月１６日出願の米国仮特許出願第６２／０２５
，４４３に対する優先権を主張する。前述の出願の各々の開示全体は、あたかも本明細書
に全文記載されるように本明細書の一部とされ、各々が含むものに関わらず、すべての目
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的のために、参照によって本明細書に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般に、製品サンプルのディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００３】
　手指ネイルポリッシュは、通常、小さい透明のボトルで入荷し、このボトルは、その透
明な側を通してネイルポリッシュの色をディスプレイし、または潜在的消費者に色情報を
提供するラベルまたは蓋を少なくとも含む。しかし、本明細書では、消費者が、たとえば
、手指ネイルポリッシュに関連するより有用な情報を入手することを助けることができる
デバイスおよび方法が、提供される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本技術は、色を含むことができる美容製品およびサンプルをディスプレイするためのデ
バイスおよび方法に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　美容製品サンプルディスプレイシステムは、たとえば、細長い横列に対して垂直な細長
い縦列に美容製品を整理する、製品棚の細長い横列に取り付けられるように構成されたフ
レームを備えることができる。製品棚の細長い横列は、美容製品の多数の細長い横列が消
費者に見えるように、消費者空間の近くに配置されるように構成され得る。各々の細長い
縦列は、同じ色または他の視覚特性を有する美容製品を含むことができ、美容製品は、細
長い縦列内に前後に系列を成して配置される。フレームは、さらに、多数の材料見本片を
解放可能に受け入れ、１つの材料見本片を美容製品の各々の細長い縦列に隣接させて配置
し、かつ各々の細長い縦列とこの材料見本を位置合わせすることによって、各々の材料見
本片を美容製品の対応する細長い縦列に関連付けるように構成され得る。美容製品サンプ
ルディスプレイシステムは、さらに、多数の材料見本片を備えることができる。材料見本
片は、美容製品サンプルを含みまたはディスプレイし、美容製品の色または他の視覚的特
性を、消費者による厳密な調査のために露出させるように構成され得るサンプル部分を含
むことができ、各々のサンプル部分は、外向きに製品棚から離れて消費者空間内に突出す
るように構成されて、消費者がサンプル部分と接触し、色または他の視覚的特性を厳密に
評価することを可能にする。材料見本片は、さらに、美容製品サンプルの名前または供給
元を特定するラベルを含むまたはディスプレイするように構成され得るラベル部分を含む
ことができる。材料見本片は、さらに、少なくとも１つのスロット係合突起部を含むこと
ができる。フレームは、さらに、多数の材料見本片の各々のスロット係合突起部を受け取
るための１つまたは複数のフレームスロットを含むことができ、１つまたは複数のフレー
ムスロットは、多数の材料見本片が摺動して美容製品の対応する細長い縦列と位置合わせ
することを可能にするように配置される。サンプル部分は薄くなることができ、手指の爪
のように全体的に成形可能であり、このとき手指の爪の先端部はフレームに向かって延び
ており、手指の爪の基部はフレームから離れて消費者空間に向かって延びている。消費者
空間内の消費者は、自身の手指の爪をサンプル部分のすぐ下に置いて、自身の手指の爪上
に直接的に置かれた場合に自身の皮膚の色に関連して美容製品が生み出す視覚的効果を確
認することができる。
【０００６】
　フレームは、細長い棚に取り外し可能に取り付けられるように構成され得る。たとえば
、フレームは、吊り下げ部分を含むことができる。材料見本片は、少なくとも０．７５イ
ンチ（１．９１ｃｍ）の幅を有することができる。材料見本片は、少なくとも０．１イン
チ（０．２５ｃｍ）だけフレームから突出することができる。フレームは、細長い棚に接
着されるように構成され得る。たとえば、フレームは、取り外し可能なカバーを備えた接
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着剤のストリップを含んで接着を容易にすることができる。フレームは、少なくとも１つ
のフレーム突起部を含むことができる。材料見本片は、少なくとも１つの材料見本片スロ
ットを含むことができ、この材料見本片スロットは、フレーム突起部を受け取るように構
成されて、材料見本片および美容製品の対応する細長い縦列の物理的支持および位置合わ
せを助ける。スロット係合突起部は、ボタンを備えることができる。１つまたは複数のス
ロットは、保持機構を備えることができる。保持機構は、たとえば、少なくとも１つのボ
タンを取り外し可能に留めるように構成されたボタン穴を備える保持デバイスと、フレー
ムの縁から製品棚の細長い横列に向かって延びる溝と、溝と保持デバイスとの間に配設さ
れたリッジとを備えることができる。保持機構のボタンは、摺動して溝内を通りリッジを
超えてボタン穴に入ることができ、それによって、フレームは、材料見本片を保持するこ
とができる。
【０００７】
　美容製品サンプルディスプレイシステムは、材料見本片が、挿入および取り外し中、限
定された捩じり応力を受けるように構成され得る。応力は、ボタンがリッジを通り越すと
きに最大に到達し得る。ディスプレイ材料見本は、手指の爪のように成形されたサンプル
部分を含むことができる。ディスプレイ材料見本のサンプル部分は、人の手指の爪を全体
的に覆いながら美容製品をディスプレイするために消費者に直接的に露出され、消費者が
見ることができるように構成された、上部凹状表面と、人の手指の爪がすぐ隣にぴったり
重なることを可能にするように構成された対応する前部凸状表面と、サンプル部分が、ユ
ーザの手指の爪を全体的に覆い、ユーザの皮膚に隣接して美容製品の色をディスプレイし
易くなるように、標準的な甘皮部に当接するように成形された湾曲した縁部とを有するこ
とができる。
【０００８】
　美容製品サンプルを美容製品に関連付けてディスプレイする方法は、たとえば、製品棚
から外向きに、消費者空間に向けて突出するように構成された剛性のプラスチック製の着
脱可能な材料見本片を提供することを含む。材料見本片は、消費者への直接的なディスプ
レイのための美容製品を受け取るように構成されたサンプル部分と、少なくとも１つの溝
の界接特徴を備える連結機構とを備えることができる。美容製品サンプルを美容製品に関
連付けてディスプレイする方法は、たとえば、細長い横列に対して垂直である系列を成し
て美容製品を整理する、製品棚の細長い横列に取り付けるように構成されたフレームを提
供することを含むことができる。フレームは、多数の材料見本片を解放可能に受け取り、
各々の材料見本片を、１つの材料見本片を各々の系列に隣接させて配置し、かつ各々の系
列とその材料見本片を位置合わせすることによって、美容製品の対応する系列に関連付け
るように構成され得る。フレームは、さらに、材料見本片を対応する系列に関連付けて保
持するために材料見本片の連結機構と界接するように構成された保持機構を備えることが
できる。保持機構は、少なくとも１つの溝を含むことができる。美容製品サンプルを美容
製品に関連付けてディスプレイする方法は、溝の界接特徴をフレームの溝内に摺動させて
材料見本片を美容製品の対応する系列と位置合わせすることによって、材料見本片を配置
することを含むことができる。溝は、フレームの長さに沿って延びることができる。美容
製品サンプルを美容製品に関連付けてディスプレイする方法は、たとえば、材料見本片を
配置することを含むことができる。材料見本片を配置することは、溝の界接特徴を溝に沿
って横方向に摺動させることを含むことができる。フレームは、各系列に対して１つの溝
を含むことができる。材料見本片を配置することは、溝の界接特徴を、フレームの細長い
軸に対して垂直に、特有の系列に直接向かって摺動させることを含むことができる。保持
機構は、第２の溝を含むことができる。たとえば、２つの溝は、トラックスロットを含む
ことができ、材料見本片は、２つの対応するレール部分を含むことができる。保持機構は
、リッジおよびボタン穴を含むことができる。溝は、材料見本片上のボタンをボタン穴の
方向に案内するように構成され得る。リッジは、ボタンが、容易に摺動してボタン穴から
外れることを防止するように構成され得る。
【０００９】
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　美容製品サンプルディスプレイシステムは、たとえば、溝フレームを備えることができ
る。溝フレームは、長手方向長さを有するラック本体部分と、１つまたは複数の摺動溝と
を含むことができる。溝フレームの摺動溝は、トラックスロットを含むことができる。ト
ラックスロットは、ラック本体部分の長手方向の長さに沿って延びることができる。美容
製品サンプルディスプレイシステムは、１つまたは複数のディスプレイ材料見本を備える
ことができる。ディスレイ材料見本は、１つまたは複数のディスプレイ材料見本の１つま
たは複数の外縁に沿って線形に配設された１つまたは複数のレール部分を含むことができ
る。レール部分は、１つまたは複数の摺動溝のトラックスロット内に摺動可能であるがし
っかりと嵌まるように構成され得る。溝フレームは、１つまたは複数のディスプレイ材料
見本を摺動可能であるがしっかりと嵌めるように構成され得る。
【００１０】
　美容製品ディスプレイシステムのディスプレイ材料見本は、手指の爪のように成形され
たサンプル部分を含むことができる。ディスプレイ材料見本は、人の手指の爪を全体的に
覆いながら美容製品をディスプレイするために消費者に直接的に露出され消費者が見るこ
とができるように構成された、上部凹状表面と、人の手指の爪がすぐ隣にぴったり重なる
ことを可能にするように構成された対応する前部凸状表面と、サンプル部分が、ユーザの
手指の爪を全体的に覆い、ユーザの皮膚に隣接して美容製品の色をディスプレイし易くな
るように、標準的な甘皮部に当接するように成形された湾曲した縁部とを有することがで
きる。美容製品サンプルディスプレイシステムは、さらに、ラック本体部分に固定可能で
あるように構成された防盗用溝ロックを備えることができる。
【００１１】
　以下の図および関連する説明は、本開示を説明するために提供されており、特許請求の
範囲を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】着脱可能な部分およびフレームを備えたサンプルディスプレイシステムの全体的
な概略図である。
【００１３】
【図２】図１内の着脱可能な部分およびフレームをどのように取り付けることができるか
を示す概略図である。
【００１４】
【図３】サンプル部分および残りの部分を有する図１の概略的な着脱可能な部分を示す図
である。
【００１５】
【図４Ａ－４Ｅ】追加の特徴が示された、図３に概略的に示される着脱可能な部分／材料
見本片の例となる形状を示すさまざまな図である。
【００１６】
【図５Ａ－５Ｅ】追加の特徴が示された、図１に概略的に示されるフレームの例となる形
状を示すさまざまな図である。
【００１７】
【図６Ａ－６Ｂ】材料見本片を備えた例となるサンプルのディスプレイを示すさまざまな
図である。
【００１８】
【図７Ａ－７Ｄ】サンプルディスプレイシステムおよび製品棚トレイ、ならびにこれらを
どのようにして互いに関連付けることができるかを示すさまざまな図である。
【００１９】
【図８】レールを有する材料見本片の例となる形状を示すさまざまな図である。
【００２０】
【図９】サンプル部分を有するレール、ラベルステッカ領域、および残りの部分を有する
材料見本片の例となる形状を示すさまざまな図である。
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【００２１】
【図１０】例となる、溝フレームを摺動させる摺動溝およびレールを有する材料見本片、
ならびにこれらをどのようにして互いに関連付けることができるかを示すさまざまな図で
ある。
【００２２】
【図１１】摺動溝ラックおよび材料見本片を含む、例となるディスプレイシステム、なら
びにこれらをどのようにして互いに関連付けることができるかを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　次に、これらおよび他の特徴が、上記でまとめられた図を参照して説明される。図およ
び関連する説明は、本発明を説明するために提供され、いかなる特許請求の範囲を限定す
るものでもない。全図にわたり、参照番号は、参照された要素間の対応性を示すために再
使用され得る。
【００２４】
　特定の好ましい実施形態および例が本明細書において開示されるが、本発明の主題は、
具体的に開示された実施形態を超えて他の代替の実施形態および／または用途ならびにそ
の改変形態および等価物まで及ぶ。したがって、付属の特許請求の範囲は、以下に説明さ
れるいかなる特定の実施形態にも限定されない。たとえば、本明細において開示される任
意の方法またはプロセスでは、その方法またはプロセスの動作または作動は、任意の適切
な順序で行われてよく、特定の開示された順序に必ずしも限定されるものではない。さま
ざまな作動は、特定の実施形態を理解する上で役立ち得る方法で、多数の別個の作動とし
て順序立てて説明され得るが、説明の順番は、これらの作動が順番に依存することを示唆
するように解釈されるべきではない。さらに、本明細書において開示される構造、システ
ム、および／またはデバイスは、一体化された構成要素としてまたは別個の構成要素とし
て具現化され得る。さまざまな特徴の組み合わせおよび実施形態を例示する目的で、これ
らの実施形態の特定の態様および利点が説明される。すべてのそのような態様または利点
が、特定の実施形態によって必ずしも達成されるわけではない。したがって、たとえば、
さまざまな実施形態は、本明細書において教示されるような１つの利点または利点のグル
ープを達成または最適化するような方法で実施されてよいが、このとき、本明細書におい
てこれもまた教示されるまたは提案され得るような他の態様または利点を必ずしも達成す
る必要はない。
【００２５】
　本明細書において論じられるシステムおよび方法は、たとえば、ネイルサロン、小売店
、百貨店、卸問屋、美容学校、または家庭を含むいかなる場所でも使用され得る。これら
は、色、たとえば手指の爪および足指の爪のカラーリング製品を含むさまざまな美容製品
に使用され得る。これらはまた、他の美容製品の設定にも適用され得る。さらに、本明細
において論じられるシステムおよび方法は、ネイルポリッシュを販売し、美容製品ディス
プレイを販売するために、サンプルおよび色をディスプレイし、サンプルをパッケージン
グの外側に置くことによって製品への興味を作り出し、ネイルポリッシュを塗布すること
を訓練するまたは実践するためなどに使用され得る。美容製品（たとえばネイルポリッシ
ュ）が、ポリッシュを購入または塗布する前に、状況に合わせて（たとえば顧客の皮膚の
隣の爪上で）どのように見えるかを確認することが利点である。ネイルポリッシュのユー
ザは、着脱可能なネイルチップ部分を備えた爪サンプルディスプレイシステムを使用する
ことができる。これは、たとえば、マニキュア事業者、ペディキュアパーラ、美容サロン
、またはネイル学校環境、またはネイルポリッシュユーザが、単にその容器を見て、もし
くはこれを通して見ることによって、またはそのラベルを見ることによって提供されるも
のよりも多くの情報を使用して、ネイルポリッシュがどのように見えるかを見ることから
恩恵を受ける任意の環境において行われ得る。従来技術のデバイスおよびシステムは、さ
まざまな欠点を抱えている。たとえば、ディスプレイラック上の狭い部分または混雑した
配置は、不便になり得る。材料が過度に細く、壊れやすく、脆弱であるなどの場合（これ



(9) JP 2017-504369 A 2017.2.9

10

20

30

40

50

らの材料がサンプルディスプレイシステムの一部であろうと、または着脱可能なネイル先
端部部分の一部であろうと）、これは、着脱可能なネイル先端部部分を使用中に破砕させ
る可能性がある。これらの不便性は、着脱可能なネイルチップ部分の破損または取り外し
を招き、ディスプレイの寿命を限定する可能性がある。サンプルディスプレイシステムお
よび着脱可能なネイルチップ部分の幅は、製品棚およびネイルポリッシュ容器の幅を考慮
に入れておらず、それによってユーザが、ネイルポリッシュ容器を整理しまたは特定する
ことを困難にし得る。本明細書において説明されるシステムおよび方法は、これらの欠点
を、美容製品（たとえばネイル色）のディスプレイに関連して、および他の関連において
サンプルディスプレイラックに対して軽減および／または克服することができる。
【００２６】
　ネイルディスプレイラック
　図１は、着脱可能な部分１４と、矢印１６によって示されるように取り外し可能に取り
付けられ得るフレーム１２とを含むサンプルディスプレイシステム１０の全体的な概略図
を示す。取り付けのために使用される動作は、本明細書において示される方向になること
ができ、またはこれはまた、着脱可能な部分１４を、フレーム１２の細長い軸（水平長さ
３１を参照）に対して平行な方向に移動させることによっても達成することができ、これ
は、本明細書においてさらに論じられる。フレーム１２は、その縦方向長さ３２より長い
水平長さ３１を有するほぼ矩形の形状のものになることができる。たとえば、水平の長さ
３１は、大体、いくつかの着脱可能な部分１４の幅の（これもまた部分１４間の間隔を考
慮に入れて）倍数になることができ、たとえば１（２．５４ｃｍ）から６０インチ（１５
２．４ｃｍ）になることができる。縦方向の長さ３２は、材料コストおよび重量を低減し
ながらしっかりした取り付けのための十分な重複を可能にすることの間のバランスを表す
ことができ、たとえば０．３（０．７６ｃｍ）から２インチ（５．０８ｃｍ）、またはそ
れ以上の長さになることができる。着脱可能な部分１４は、その機能が、色、質感、艶な
どの特定の視覚的特性を有する美容製品を含む美容製品を、比較のためにディスプレイす
る、または別の形で提示するためのものになり得るいう意味で、材料見本片になることが
できる。着脱可能な部分１４は、モジュラーになることができ、たとえば、美容製品容器
の幅にほぼ対応することができる。例示される概略的な例では、これは、かなり類似し得
る縦方向長さ４２および水平長さ４０を有する、略正方形の形状を有することができる。
たとえば、縦方向長さ４２は、１（２．５４ｃｍ）から１．５インチ（３．８１ｃｍ）に
なることができ、水平長さ４０は、１（２．５４ｃｍ）から２インチ（５．０８ｃｍ）に
なることができる。縦方向長さ４２は、０．８（２．０３ｃｍ）から１．２インチ（３．
０５ｃｍ）になることができ、水平長さ４０は、０．７５（１．９１ｃｍ）から１．５イ
ンチ（３．８１ｃｍ）になることができる。着脱可能な部分１４の全体的なサイズおよび
形状は、ユーザが、手指の爪を好都合に、さまざまな着脱可能な部分１４の下方または隣
に安全に連続的に配置することを可能にしながら、これらの間に十分な視覚的空間を提供
して、着脱可能な部分１４上に存在し得るネイルポリッシュの色に対するユーザの手また
は皮膚の色の適切性の査定を可能にするように設計され得る。着脱可能な部分１４は、角
を回避し、平滑な縁部を有してひっかきを回避することができる。着脱可能な部分は、ネ
イルポリッシュなどの色付けされた美容製品を置くための空間、ならびにその製品の供給
元を示すラベル（たとえば、色の名称およびブランドなどを備えたラベル）のための場所
を提供することができる。ラベルの場所は、窪ませることによって強調させることができ
、または、これは、たとえば、ラベルに注意を向けさせるために、または美観的理由のた
めに突出させることができる。
【００２７】
　サンプルディスプレイシステムを、容易に運ばれおよび／または容易に装着されるよう
にサイズ設定しおよび／または別の形で構成することが、有益になり得る。また、ラック
を視覚的に目立たないように、また、提示されている美容製品の色から注意をそらすこと
を回避するようにサイズ設定または別の形で構成することも有益になり得る。たとえば、
ラックは、透明なプラスチックから形成され得る。ユーザが自身の手指または足指を容易
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に、たとえば、色付けされた美容製品のすぐ隣に配置することを可能にするようにフレー
ムを構成することが、有益に得る。これらの利点にはまた、材料のコストに関連する（た
とえば低い方が良い）および美観的原則に関連する特徴が伴うこともできる。フレーム１
２の縦方向長さ３２は、着脱可能な部分１４の縦方向長さ４２より長くまたは短くなるこ
とができる。たとえば、フレームの縦方向長さ３２は、２インチ（５．０８ｃｍ）になる
ことができ、着脱可能な部分１４の縦方向長さ４２は、１．２インチ（３．０５ｃｍ）に
なることができる。着脱可能な部分１４は、フレーム１２の水平長さ３１より短い水平長
さ４０を有することができ、それにより、フレーム１２は、着脱可能な部分１４の１つま
たは複数を収容することができる。たとえば、着脱可能な部分１４の水平長さ４０は、１
インチ（２．５４ｃｍ）になることができ、フレーム１２の水平長さ３１は、着脱可能な
部分の水平長さの倍数（たとえば１２インチ（３０．４８ｃｍ））になることができ、ま
たはこれは、着脱可能な部分間の所望の間隔を考慮に入れることもできる。着脱可能な部
分１４は、フレームに取り外し可能に取り付けられ得る（１６）。フレーム１２に取り付
けられたとき、着脱可能な部分１４の各々は、互いに接触しないように互いから等しく離
間され得る。フレーム１２の水平長さ３１は、可変の長さを有することができ、それによ
り、フレーム１２は、所望の数の着脱可能な部分１４を収容または支持することができる
。
【００２８】
　図２は、図１の着脱可能な部分およびフレームをいかにして互いに取り付けまたは関連
付けることができるかを概略的に示す。着脱可能な部分１４は、美容製品パッケージング
内に含まれない材料見本片、またはアクセスできる色サンプルになることができる。フレ
ーム１２は、着脱可能な部分１４の正面に置かれることが可能であり、それにより、フレ
ーム１２は、図２に示されように、正面から見たとき、着脱可能な部分１４の一部を覆う
ことができる。フレーム部分１２は、着脱可能な部分１４の後方に置かれることが可能で
あり、それにより、着脱可能な部分１４は、正面から見たとき、フレーム１２の一部を覆
うことができる（図示せず）。あるいは、フレーム１２および着脱可能な部分１４は、互
いに対合させることができ、それにより、フレーム１２または着脱可能な部分１４は、正
面から見たとき、互いの最小限の部分だけを覆うことができ、または互いのいかなる部分
も覆うことはできない。フレーム１２および着脱可能な部分は、表面上、縁（複数可）上
、またはその両方などの、両方の部分の任意の部分を使用して相互に取り付けまたは対合
することができる。
【００２９】
　作動においては、着脱可能な部分１４は、ユーザの一方の手指によって把持するまたは
掴むことができ、その間フレーム１２は、たとえば、ユーザの他方の手によって、または
製品棚などのより大きい、ほぼ動かない物体によって安定化され得る。次いで、ユーザは
、着脱可能な部分１４をフレーム１２に向かって移動させることができ（１６）（図１の
取り付け矢印１６を参照）、それにより、着脱可能な部分１４およびフレーム１２は、固
定された位置で互いに対合し、直接的に接触することができる。着脱可能な部分１４およ
びフレーム１２が直接的に接触した後、着脱可能な部分１４は、フレーム１２に安定的に
連結されまたは固定されたままになることができるため、ユーザは、片方の手で保持され
た着脱可能な部分１４から手を放すことができる。同様に、着脱可能な部分１４を、これ
がフレーム１２に連結されまたは固定された後で取り出すために、ユーザによって一方の
手で着脱可能な部分１４を保持することができ、その間フレーム１２は、ユーザの他方の
手、または製品棚などのより大きい、ほぼ動かない物体によって安定化され得る。次いで
、ユーザは、着脱可能な部分１４をフレーム１２から引き離すことによって着脱可能な部
分１４を取り外すことができ、それにより、着脱可能な部分１４およびフレーム１２は、
もはや互いに接触しない。
【００３０】
　一部の実施形態では、着脱可能な部分１４の着脱可能な性質は、これらが、顧客または
他の人間によって取り外され、取り去られる可能性があるという危険を生じさせ得る。こ
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の危険は、上記で説明された移動を依然と可能にする別個のより緩い取り付け具を含むこ
とによって軽減され得る。したがって、フレーム１２および着脱可能な部分１４は、フィ
ラメント、鎖、ケーブル、コードまたはストリング（図示せず）の端部によってさらに連
結され得る（１６）。フレーム１２は、製品棚などの、より大きいほぼ動かない物体を含
むことができ、またはこれと界接するように構成され得る。多数のフレーム１２が平行に
連結され得る。これは、単一のフレーム１２内に収容され得る着脱可能な部分１４の数以
を越える、より多くの数の着脱可能な部分１４を多数のフレーム１２に収容することを可
能にすることができる。フレーム１２は、着脱可能な部分１４の縦方向長さ４２に類似す
るまたは実質的に長くなり得る縦方向長さ３２を有することができる。多数の着脱可能な
部分１４が、フレーム１２に横列で取り付けられ得る（１６）。多数のフレーム１２は、
たとえば、消費者通路または他の消費者空間に隣接させて、棚の長さに沿って単一の細長
い横列で配置され得る。単一の細長い横列に配置されたそのようなフレーム１２は、互い
から実質的に独立しても、または互いに連結されてもよい。
【００３１】
　着脱可能な材料見本片
　着脱可能な部分１４は、美容製品などのサンプル製品の特質（たとえば、色、質感、反
射性、匂い、持続性、水または他の処理剤に耐える能力など）をディスプレイする着脱可
能な材料見本片になることができる。着脱可能な部分１４は、さまざまな構成を有するこ
とができる。図３は、図１の着脱可能な部分を概略的に示す。着脱可能な部分１４は、サ
ンプル部分２４と、残りの部分２２と、たとえばネイルチップ２０を備えることができる
アクセス可能な縁部とを含むことができる。サンプル部分２４は、ネイルチップ２０を部
分的にまたは全体的に包含または含むことができる。サンプル部分２４は、着脱可能な部
分１４の表面領域より小さい表面領域を有することができる。サンプル部分２４は、美容
製品サンプルを装着する、含む、提示する、および／またはディスプレイし、美容製品の
色または他の特性（たとえば視覚的特性）を消費者による厳密な調査のために露出させる
ように構成され得る。各々のサンプル部分は、外向きに製品棚から離れ、消費者空間内へ
と突出するように構成されて、消費者がサンプル部分と接触し、色または他の視覚的特性
を厳密に評価することを可能にすることができる。残りの部分２２は、サンプル部分２４
の外側の着脱可能な部分１４内に残りの表面領域を含むことができる。残りの部分は、た
とえば、サンプル部分２４から見ることができる色についての情報をユーザに提供するよ
うに構成された、見ることができる表面領域を含むことができる。ネイルチップ２０は、
着脱可能な部分１４の縁の概ね近くにまたはこれに沿って位置することができる。
【００３２】
　着脱可能な部分１４は、これが取り付けられているおよび／または外されているときに
掴むおよび取り扱うのに好都合である形状を有することができる。これは、色の周りの視
覚空間と、ラック長さの効率的な使用との間のバランスを提供することができる。これは
また、基板材料の効率的な使用と、頑強な物理的強度との間のバランスを提供して、繰り
返しの使用、繰り返しの取り付けおよび取り外し、ならびに硬い表面上に繰り返し落下す
るなどの可能性のある事象を可能にすることができる。ここで概略的に示される形状は、
略正方形の形状である。サンプル部分２４は、全体的に、手指の爪または足指の爪に似る
ように成形されサイズ設定され得る。残りの部分２２は、サンプル部分２４をサンプル部
分２４の周囲の少なくとも一部に沿って取り囲むことによってサンプル部分２４に連結さ
れ得る。
【００３３】
　図４Ａ～４Ｅ（集約的に図４）は、追加の特徴が示された、図１～３に概略的に示され
る着脱可能な部分１４の例となる形状のさまざまな図を示す。図４Ａは、上面の立面図で
あり、図４Ｂは、前面の立面図であり、図４Ｃは、水平軸に沿った側面図であり、図４Ｄ
は、縦方向軸に沿った側面図であり、図４Ｅは斜視図である。着脱可能な部分１４は、サ
ンプル部分２４および残りの部分２２を有することができる。サンプル部分２４は、爪の
形状と、厚い層３２とを有することができる。残りの部分２２は、ボタン２８と、ラベル
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部分２６と、摺動スロット３０とを有することができる。摺動スロットは、幅３３を有す
ることができる。ボタン２８は、スロット係合突起部および／または溝の界接特徴の例で
ある。着脱可能な部分１４は、通常、ほぼ同様の縦方向長さ４２および水平長さ４０を有
する、正方形の形状になることができる。サンプル部分２４は、最大水平長さ４４および
ネイルチップ２０を有する、爪形状のものになることができる。ネイルチップは、着脱可
能な部分１４から突出する前縁になることができる。一部の有用な構成では、着脱可能な
部分１４の突起長さ４７は、約０．１（０．２５ｃｍ）または０．２インチ（０．５１ｃ
ｍ）から約０．５（１．２７ｃｍ）または０．３インチ（０．７６ｃｍ）になることがで
きる。最大水平長さ４４は、サンプル部分２４の爪形状が最も広いところの長さであり、
図示されるように爪形状が全体的にテーパにされる場合に関連する。ネイルチップ２０は
、図示されるように、着脱可能な部分１４の略正方形の形状の外側に突出する湾曲部を含
むことができる。
【００３４】
　サンプル部分２４は、ネイルチップ２０を形成するように着脱可能な部分１４の縁と位
置合わせされ得る。ネイルチップ２０は、たとえば、手指または足指の爪の基部に位置す
る平均的の人の甘皮に対応する湾曲形状を有することができる。サンプル部分２４は、上
部凹状表面と、対応する前部凸状表面とを有することができ、ほぼ平坦な表面を有するこ
とができる残りの部分２２とは区別され得る。上部凹状表面は、たとえば、人の手指また
は足指の爪を全体的に覆うように構成可能であり、また、その下方で前部表面において、
凸状表面は、人の手指または足指の爪がそのすぐ隣にぴったり重なることを可能にするこ
とができ、それにより、サンプル部分は、一時的に現れて消費者自身の手指の爪に取って
代わり、消費者に、関連する美容製品（たとえばこの例では爪の着色剤）を購入し塗布す
るとどのように見えるかの感覚を与えることができる。サンプル部分は、平均的な手指の
爪または足指の爪の形状に対応するようにサイズ設定され得る。これは、人が、手指また
は足指の爪をサンプル部分２４に隣接させて保持し、それによってその色が、その人の手
指の爪または足の爪に塗布された場合にどのように見えるかを評価することができること
が、特に有利になり得る。手指のネイルポリッシュは、サンプル部分２４の上面または前
面に直接的に塗布され得る。その色が、透明であるが輝くプラスチック材料の前面に塗布
される場合、サンプル部分２４は、さらに、透明コートの材料がその上方に塗布されたと
きに色がどのように現れるかのアイディアをその人に提供することができる。サンプル部
分２４の湾曲した表面５２は、ユーザが、全体的に湾曲表面を有する爪に塗布されたとき
のネイルポリッシュを見ることを可能にすることができる。ネイルポリッシュが凹状表面
に塗布され、着脱可能な部分１４またはサンプル部分２４が、透明プラスチックから作製
される場合、ユーザは、サンプル部分２４の凸状表面５２から透明プラスチック材料の艶
のある「コーティング」を通してネイルポリッシュを確認することができる。
【００３５】
　ボタン２８は、サンプル部分２４から離れた残りの部分２２の上側中央部内に位置する
ことができる。図４Ｃおよび４Ｄに見られるように、ボタン２８は、サンプル部分２４の
表面の凸面の反対方向に突出することができる。ラベル部分２６は、図４に見られるよう
に矩形の形状になることができ、サンプル部分２４の上方で、残りの部分２２の上側部分
上に位置することができる。ボタン２８は、たとえば、図４Ｃおよび４Ｄに明白なように
、丸められた突起部の形状になることができる。しかし、より平坦なまたはより鈍化され
た先端部を有する代わりに、ボタン２８は、より鋭敏な頂点４６を有することができる。
図示するように比較的鋭敏な頂点４６を有するボタン２８の１つの利点は、とりわけ、こ
れが、着脱可能な部分１４をボタン穴１４４（図５を参照）と対合させ、その中へと摺動
させることを可能にすることができることである。他方で、鈍化された先端部は、着脱可
能な部分１４が円滑に対合することを可能にする代わりに、ボタン穴を通り越し、ユーザ
がさらなる調整を行うことを必要とする可能性が高くなり得る。
【００３６】
　ラベル部分２６は、スティッカを貼るために使用され得る。スティッカラベルは、ネイ
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ルポリッシュを、たとえばサンプル部分２４上に塗布されたネイルポリッシュの名称、ブ
ランド、または製造番号をリストすることによってユーザが特定することを可能にするこ
とができる。ユーザは、好都合には、ネイルポリッシュの特定の色またはブランドが、爪
に塗布されるとどのように見えることができるかを推測する代わりに、ラベル部分２６上
のラベルステッカを見ることができる。図４Ｃおよび４Ｅに見られるように、ラベル部分
２６の表面は、残りの部分２２の表面線から内方向に刻み込む、沈める、または窪ませる
ことができ、それにより、類似の寸法を有するラベルステッカを着脱可能な部分１４のそ
の中に貼り、または別の形で固着することができ、それによってラベルステッカの上面の
表面は、残りの部分２２の表面とほぼ同一平面になることを可能にする。
【００３７】
　図４はまた、着脱可能な部分１４が２つの摺動スロット３０をどのようにして有するこ
とができるかも示す。摺動スロットは、着脱可能な部分１４の側縁に沿って位置すること
ができる。図４Ｃおよび４Ｄに見られるように、摺動スロット３０は、サンプル部分２４
の表面の凸面の反対方向に突出することができる。図４に示されるように、摺動スロット
３０は、着脱可能な部分１４の外縁から内方向に突出する雌型スロットになることができ
る。
【００３８】
　着脱可能な部分１４の水平長さ４０は、関連するネイルポリッシュ容器の幅にかなり類
似することができる。一部の実施形態では、一方法は、ユーザが、水平長さ４０および／
またはフレーム１２の全体長さ３１（図１を参照）ならびに着脱可能な部分間の間隔をカ
スタマイズして、着脱可能な部分を、対応するサンプル材料見本の後方に縦列または系列
を成して配置され得る関連するネイルポリッシュ容器と位置合わせすることを可能にする
。着脱可能な部分１４の水平長さ４０は、サンプル部分２４の水平長さ４４より長くなる
ことができ、それにより、幅３３を有する摺動スロット３０は、凸状サンプル部分２４の
周囲のすぐ隣に位置することはない。たとえば、着脱可能な部分１４の水平長さ４０は、
１インチ（２．５４ｃｍ）になることができ、サンプル部分２４の水平長さ４４は、０．
５インチ（１．２７ｃｍ）になることができ、摺動スロット３０の幅３３は０．１インチ
（０．２５ｃｍ）になることができ、摺動スロット３０はサンプル部分２４に隣接しない
。有利には、サンプル部分２４の水平長さ４４と比較して着脱可能な部分の水平長さ４０
が長いことにより、ユーザが、自身の爪の周りの自身の皮膚または表皮を着脱可能な部分
１４の機能窓を通して見ることが可能にされ、より厚く、透明性が低い摺動スロットから
見ることの必要性を回避または限定する。したがって、より広い着脱可能な部分１４は、
より良好に見る機会を可能にし得る。さらに、より長い水平長さ４０を有することにより
、ユーザは、有利には、着脱可能な部分１４をラック１２から外す間、着脱可能な部分１
４の一部分を手指の対で把持するまたは掴むことができ、このとき、十分な力が着脱可能
な部分を取り外すために及ぼされたとき、スロット３０またはラック１２の部分で手指を
擦って痛めることはない。したがって、より広い着脱可能な部分１４は、より安全でより
快適な取り外しを可能にすることができる。
【００３９】
　残りの部分２２は、サンプル部分２４の水平長さ４４より短い水平長さ４０を有するこ
とができる。たとえば、残りの部分２２の水平長さ４０は、０．５インチ（１．２７ｃｍ
）になることができ、サンプル部分２４の水平長さ４４は、０．７インチ（１．７８ｃｍ
）になることができる。サンプル部分２４および残りの部分２２は、サンプル部分２４の
端部でしか連結されていないため、ユーザは、爪の周りの皮膚を見ることができる。ここ
では、摺動スロット３０を使用する代わりに、着脱可能な部分１４は、多用途接着剤、ベ
ルクロ（Ｖｅｌｃｒｏ）を使用する、または着脱可能な部分１４をフレーム１２の雌型ス
ロットと対合させるなどの他の手段によって、フレーム１２に取り付けられ得る（そのよ
うな構成の一例は、図１０に示される）。フレームは、接着を容易にするために取り外し
可能なカバーを備えた接着剤のストリップを含むことによって、縦長棚に接着されるよう
に構成され得る。ボタン２８は、ノブの代わりにボタン穴になることができ、フックなど
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の、フレーム１２上のノブ様構造体を受け入れることができる。ここでは、残りの部分２
２はまた、摺動溝を有して、フレーム１２からのノブがそこを摺動することを可能にする
ことができる。溝はまた、スロットとして説明することもでき、ノブは、スロット係合突
起部または溝の界接特徴の一例である。摺動スロット３０は、フレーム２０内の雌型摺動
スロットと対合することができる雄型摺動スロットになることができる。多数の着脱可能
な部分１４が、互いに連結可能であり、それにより、２つ以上の着脱可能な部分１４を同
時に取り外し、またはフレーム１２に取り付けることができる。
【００４０】
　本明細書において論じられるシステムは、異なるサイズおよび形状を有することができ
る。たとえば、爪形状のサンプル部分２４の形状およびサイズは、調整可能である。爪形
状のサンプル部分２４は、人の手指の爪より幅広くまたは狭くなり得る人の足指の爪の形
状を有することができる。より小さい爪形状のサンプル部分２４は、子供などのより小さ
い手指の爪を有する対象顧客に使用され得る。爪形状のサンプル部分２４は、人の瞼、ま
つげの形状などの、手指の爪または足の爪以外の異なる体部分の形状を有することができ
る。爪形状のサンプル部分２４のそのような形状は、たとえば、人の眼を強調させるため
に使用する化粧品（たとえばマスカラ）の色を、その化粧品を塗布する必要無く顧客が見
ることを可能にするために使用され得る。爪形状のサンプル部分２４の形状は、ヘアカラ
ー、色付きコンタクトレンズ、メーキャップ、入れ墨、歯のカラーリングなどの他の用途
に合わせて調整され得る。
【００４１】
　ボタンおよびボタン穴構造に加えて、またはその代わりに、他の取り付け特徴を使用す
ることもできる。たとえば、さまざまな機構が、着脱可能な部分１４の移動を制御式に可
能または阻害することができる。これらは、次の一部またはすべてを、単独でまたは組み
合わせて含む：スタッド、ロック、プラグ、クリップ、ピン、ラッチ、締結具など。
【００４２】
　材料
　フレーム１２および／または着脱可能な部分１４は、透明プラスチックまたは他の材料
から形成することができ、透明コーティングを含むことができる。材料の透明性は、強化
された表面的な（たとえば艶のある）効果、および以下でさらに論じられる他の実用的な
利点をもたらすことができる。図７Ａ～７Ｄの製品棚トレイ１１０は、アクリロニトリル
・ブタジエン・スチレンまたはアクリルなどのプラスチックから作製され得る。フレーム
１２および／または着脱可能な部分１４は、非透明コーティングを有する、非透明プラス
チックまたは他の材料から作製され得る。たとえば、白、透明、半透明、黒、灰色、オフ
ホワイト、褐色のコーティングおよび／または基板が、使用され得る。
【００４３】
　透明プラスチックは、着脱可能な部分の少なくとも一部分（たとえば、図４の残りの部
分１２２など）に使用され得る。これは、ユーザが、爪の周りの表皮を、着脱可能な部分
１４の後方で見ることを可能にする。透明プラスチックはまた、ユーザが、プラスチック
材料を通して印刷された挿入物または印刷された裏張りを確認することを許容するために
使用され得る。透明、半透明、または部分的に透明のプラスチックは、フレーム１２およ
び着脱可能な部分１４を含む、図１に示されるさまざまな部分の任意のものを形成するた
めに使用され得る。好ましくは、着脱可能な部分１４は、透明プラスチックから形成され
、そのため、爪を取り囲む表皮をこれを通して見ることができる。フレーム１２は、着脱
可能な部分１４の正面にあることができ、そのため、着脱可能な部分１４の一部は、フレ
ーム１２によって覆われる。この場合、フレーム１２の少なくとも一部分は、有利には、
着脱可能な部分１４をフレーム１２の前から見せるように透明である。着脱可能な部分１
４は、フレーム１２の正面にあることができる。
【００４４】
　しかし、さまざまな部分が透明であろうとなかろうと、これらが、プラスチックから形
成される場合であっても、これらの部分上に印刷できることが望ましくなり得る。透明ま
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たは別のものであるプラスチック上に直接的に印刷することは、多くの利点を有する。そ
のような手法は、たとえば、追加の挿入物に関連付けられる追加のコストを回避すること
ができる。さらに、透明プラスチック上に印刷することにより、多彩な印象深い視覚的効
果が可能にされる。これらの目的に使用することができるプラスチック材料は、熱可塑性
材料を含む。
【００４５】
　材料は、破損、脆性破砕、曲がり、破れ、穴あき、および／または引き裂きに抵抗する
プラスチック材料を含むことができる。さらに、材料は、化学的抵抗を有することができ
、ネイルポリッシュには反応しない。好ましい材料は、アクリル、ポリメチル・メタクリ
レート、メタクリレート、メチル・アクリレート、エチル・アクリレート、２－クロロエ
チル・ビニル・エーテル、アクリル酸２－エチルヘキシル、ヒドロキシエチル・メタクリ
レート、ブチル・アクリレート、ブチル・メタクリレート、ＴＭＰＴＡ、アクリロニトリ
ル・ブタジエン・スチレン、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ），ポリエチレン（ＰＥＴ）、リサ
イクルされたＰＥＴ、リサイクルされたＰＶＣ，ポリプロピレン、ＰＶＣスチレン、ＡＰ
ＥＴ、リサイクル可能なＰＥＴ、リサイクル可能なＰＶＣ、および類似のタンパ（ｔａｍ
ｐｅｒ）および化学的抵抗性を有する他の材料を含む。本明細書において説明されるさま
ざまな開示は、多様な元の、リサイクルされた、またはリサイクル可能な材料から形成さ
れて、品質的に優れかつ環境的に好適な独自の外観をもたらす。プラスチック材料は、完
全に透明、部分的に透明、または全く光を通さないものになることができる。可変レベル
の不透明度が、プラスチック材料の表面上にインク層を印刷することによって、またはた
とえば、元のプラスチック材料を形成するために使用される化学物質の混合物内に不透明
材料を含むことによって達成され得る。プラスチックディスプレイは、透明のカバーおよ
び非透明の裏張り、または透明の裏張りおよび非透明のカバーを備えることができる。透
明性および不透明性のさまざまな他の組み合わせもまた、可能である。
【００４６】
　「プラスチック」として説明されるパッケージの部分の一部またはすべては、ミネラル
ベースの材料から形成され得る。たとえば、それだけに限定しないが、正面または後部部
分を含めてラックまたは着脱可能な部分の非透明部分を形成するために使用することがで
きる１つの材料は、「ＶｉａＳｔｏｎｅ」または「ＮａｔｕｒｅＳｔｏｎｅ」である。ミ
ネラルベースの材料は、石灰岩などの天然岩で作製することができるが、他の材料を使用
することもできる。ミネラルベースの材料はまた、無機ミネラル粉末で作製することもで
き、樹脂含用量を低減させることもできる。これらの材料は、しばしば、多くの木ベース
の紙製品ほど漂白を行う必要はない。ＶｉａＳｔｏｎｅの製造は、たとえば、通常木を有
さず、しばしば、水または毒性の活性剤を必要としない。他の石ベースの紙は、Ｔｅｒｒ
ａｓｋｉｎ、Ｘｔｅｒｒａｎｅ、およびＵｌｔｒａｇｒｅｅｎを含むことができる。石灰
岩ベースの紙は、総称して、「石灰岩ミネラル紙」または「ＬＭＰ」と称され得る。
【００４７】
　本明細書を通じて使用される用語「プラスチック」は、生物学的ベースおよび上記で説
明されたミネラルベースの材料を含むように幅広く使用され、石油ベース製品だけを指す
ものではない。
【００４８】
　フレーム
　図５Ａ～５Ｅ（集約的に図５）は、追加の特徴が示された、図１に概略的に示されるフ
レームの例となる形状のさまざまな図を示す。図５Ａは、平坦な表面上に置いて見られる
フレームの図である。図５Ｂは、示されるように、図５Ａの一部分の詳細な図を示す。図
５Ｃは、図５Ａの線５Ｃ～５Ｃに沿って切り取られたセクションの断面図である。図５Ｄ
は、立面図である。図５Ｅは斜視図である。図５Ｃおよび５Ｅの両方に見られるように、
フレーム１１２は、吊り下げ部分１５０と、取り付け部分１４０を含むことができる。吊
り下げ部分１５０は、平滑な先端部１５２を有することができる。取り付け部分１４０は
、ボタン穴１４４と、ボタン溝１４６と、弧状切欠部１４２と、弧状脚部１７０とを含む
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ことができる。
【００４９】
　図５Ｃおよび５Ｅに見られるように、吊り下げ部分１５０および取り付け部分１４０は
、側部から見たときにフレーム１１２のＬ字様形状を形成しながら、角度を付けて連結さ
れ得る。フレーム１１２が平坦な表面上に置かれたとき、取り付け部分１４０は、傾斜平
面になることができ、このとき吊り下げ部分１５０の平面は、平坦な表面に対してほぼ垂
直になることができる。弧状切欠部１４２は、取り付け部分１４０内に形成可能であり、
その弧状形状は、吊り下げ部分１５０に向かって切り込まれ得る。ボタン穴１４４は、円
形の形状になることができ、各々は、各々の切欠部１４２の頂点近くで取り付け部分１４
０の表面を部分的にまたは完全に貫通する窪みまたは穴になることができる。ボタン溝１
４６は、細長く、全体的にテーパになり、台形の形状を有することができ、このとき短い
方のベース１６０は、長い方のベース１６２よりボタン１４４の近くにある。たとえば、
短い方のベース１６０は、０．０１インチ（０．０２５ｃｍ）幅になることができ、長い
方のベースは、０．０５インチ（０．１２７ｃｍ）幅になることができる。この図では、
ボタン溝１４６は、ボタン穴１４４に連結されず、それにより、短い方のベース１６０は
ボタン穴１４４と当接しない。ボタン溝１４６各々は、取り付け部分１４０の表面内に、
弧状切欠部１４２の縁からボタン穴１４４に向かって形成されたねじ溝を含むことができ
る。ボタン穴１４４およびボタン溝１４６は、弧状切欠部１４２の中心線に沿って弧状切
欠部１４２の上方に置かれ、ボタン穴１４４は、ボタン溝１４６より、弧状切欠部１４２
から遠くにある。ここでは、ボタン穴１４４およびボタン溝１４６は、一緒になって全体
的に、取り付け部分１４０の表面の上方から見たときに鍵穴の形状を形成する。
【００５０】
　吊り下げ部分１５０は、製品棚内の対応するスロット内に挿入されるようにサイズ設定
され成形され得る。カスタマイズされたスロットが存在しない場合でも、吊り下げ部分１
５０は、製品トレイによって、または多くの傾斜した棚システム内で重力下で消費者空間
に向かって下方に摺動する製品自体によって所定位置に保持され得る。吊り下げ部分１５
０は、製品棚などの、より大きいほぼ動かない物体のリップ上に取り付けられる、または
吊り下がることができ、それにより、フレーム１１２は、かなりの耐久性を有し、および
／または比較的恒久的なものになることができ、一方で着脱可能な部分１１４は、新製品
および／または色が時間と共に出入りするときに取り換えられる。フレーム１１２は、手
または足、または手指および足指に似せることができ、それにより、着脱可能な部分１１
４を人の体部分に似せたラック１１２に取り付けることができる。
【００５１】
　フレームおよび着脱可能な部分
　図６Ａ～６Ｂは、着脱可能な部分を備えた例となるサンプルディスプレイシステムのさ
まざまな図を示す。フレーム１１２は、着脱可能な部分を解放可能に受け取るように構成
されたフレームになることができる。着脱可能な部分は、サンプルディスプレイになるこ
とができる。弧状脚部１７０は、着脱可能な部分１１４の幅にかなり類似する距離で互い
から離間され得る。着脱可能な部分１１４は、厚い層１３２を有する。摺動スロット１３
０は、厚い層１３４を有する。フレーム１１２は、吊り下げ部分１５０および取り付け部
分１４０を含むことができる。吊り下げ部分１５０は、平滑な先端部１５２を有する。取
り付け部分１４０は、ボタン穴１４４と、ボタン溝１４６と、弧状切欠部１４２と、弧状
脚部１７０とを含むことができる。
【００５２】
　作動において、図６Ａに示されるように、着脱可能な部分１１４のボタン１２８は、溝
の長い方のベース１６２の方向から溝１４６に入り、溝１４６に沿ってボタン穴１４４に
向かって移動することができる。ボタン１２８が、溝１４６の短い方のベース１６０を通
り、これを過ぎるとき、ボタン１２８は、ボタン穴１４４内へと下方に摺動され、この中
にぴったり重なりまたはロックすることができる。ボタン１２８が溝１４６を通って摺動
するとき、弧状脚部１７０は、着脱可能な部分１１４の摺動スロット１３０に入る。最終
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的には、ボタン１２８がボタン穴１４４に入ったとき、摺動スロット１３０は、弧状脚部
１７０と対合することができ、それにより、着脱可能な部分１１４は、取り付け部分１４
０内に安定的に配置される。
【００５３】
　図６Ｂに見られるように、着脱可能な部分１１４がラック１１２上で摺動されていると
き、ボタン１２８は、着脱可能な部分１１４を部分的に持ち上げ、その間着脱可能な部分
１１４の残りは、弧状脚部１７０に対合された摺動スロット１３０によって押さえ付けら
れる。これは、着脱可能な部分１１４に、着脱可能な部分１１４をわずかに曲げることが
できる捩じり力を受けさせることができる。同様に、摺動スロット１３０は、摺動スロッ
ト１３０をわずかに曲げることができる捩じり力を受けることができる。着脱可能な部分
の厚い層１３２および摺動スロットの厚い層１３４は、有利には、捩じり力１８０に耐え
、破砕または破損に抵抗することができる。ボタン１２８がボタン穴１４４に入った後、
捩じり力は、着脱可能な部分１１４をもはや曲げず、着脱可能な部分１１４は、その元の
形状に戻ることができる。ボタン１２８がボタン穴１４４内にロックされたとき、弧状脚
部１７０に対合された摺動スロット１３０は、着脱可能な部分１１４をフレーム１１２に
固定することができる。
【００５４】
　フレーム１１２は、ボタン穴１４４および溝１４６を備える保持機構を有することがで
きる。溝は、より広い入口（長い方のベース１６０を参照）およびより狭い出口（短い方
のベース１６０を参照）と、短い方のベース１６０とボタン穴１１４との間のリッジとを
有することができる。溝１４６は、入口または長い方のベース１６２の幅が、より広くな
ることができるように構成することができ、それによってボタン１２８がより容易に受け
取られ引っ張られることを可能にする。溝１４６は、その長さに沿って狭くなることがで
き、それによってボタン１２８をボタン穴１４４に向ける。そうではあるが、リッジを溝
１４６とボタン全体１４４との間に設けることができ、それにより、ボタン１２８は、ボ
タン穴１４４内に着座する前に、上方に摺動してリッジを超える。図６Ｂに示すように、
着脱可能な部分１１４の保持機構は、ボタン１２８が溝１４６内で、長い方のベース１６
２からリッジ１６０を過ぎてボタン穴１４４に向かって移動されたとき、そのような移動
は、着脱可能な部分１１４に、捩じり力１８０をかけ、たとえばフレーム１１２から離れ
るように偏向させる。着脱可能な部分１１４によって受けられた捩じり力１８０は、保持
機構１１６を有さないフレーム１１２と共に使用される着脱可能な部分１１４によって受
けられた捩じり力より小さくなり得る。最大の捩じり応力は、ボタン１２８が押されてリ
ッジ１６０を過ぎたとき、図６Ｂに示される着脱可能な部分１１４によって限定された間
だけ受けられる。比較すると、保持機構を有さないフレーム１１２は、着脱可能な部分１
１４の挿入および取り外しの間中、ボタン１２８の進行通路に沿って定常的に最大の捩じ
り応力を受け得、それによって着脱可能な部分１１４およびラック１１２を疲労させ、そ
の結果寿命を限定し得る。
【００５５】
　保持機構は、異なる構成のものになることができる。たとえば、ボタン穴１４４は、窪
みまたはラッチになることができる。溝１４６は、一定の幅を有することができる。他の
調整が保持機構になされて全体的な捩じり応力を低減することができる。保持機構は、図
１０に示される、摺動溝フレーム４００のトラックスロット４５０内に摺動可能に嵌まる
ように構成され得るレール部分２３０、２３２などの特徴を備えることができる。レール
部分は、スロット係合突起部または溝の界接特徴の例である。数多くの保持機構は、より
恒久的なレール、フレーム、または足場上に、より可動式のサンプル部分上の相補的な機
械的特徴と連動する機械的特徴を含む。
【００５６】
　着脱可能な部分１１４をフレーム１１２から取り外すとき、ユーザは、着脱可能な部分
１１４を手指で把持するまたは掴むことができる。吊り下げ部分１５０は、製品棚などの
、より大きいほぼ動かない物体に取り付けられ得る。ユーザは、フレーム１１２の吊り下
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げ部分１５０を一方の手で保持することができる。吊り下げ部分１５０は、有利には、平
滑な先端部１５２を有し、それにより、これは、ユーザの手を切ったり、痛みを引き起こ
すことはない。吊り下げ部分１５０が、手で、または製品棚などのより大きいほぼ動かな
い物体によって固く保持される間、ユーザは、１８２で、または１８２の方向に（たとえ
ば、着脱可能な部分１１４をその下方から押し上げることによって）力を及ぼすことがで
き、それにより、ボタン１２８は、持ち上げられ、ボタン穴１４４から外れることができ
る。着脱可能な部分１１４を下方から押し上げる（１８２）ことで、着脱可能な部分１１
４に捩じり力をかけることができ、それにより、着脱可能な部分１１４をわずかに曲げる
ことができ、その間着脱可能な部分１１４の一部は、摺動スロット１３０によって押さえ
付けられる。ユーザは、ボタン１２８がボタン穴１４４内にもはや着座しなくなった後（
すなわち、相補的な部分が、実質的にロック解除された位置にあるとき）、着脱可能な部
分１１４をラックから離れるように摺動させることができる。次いで、ボタン１２８は、
溝１４６の短い方のベース１６０に再度入ることができる。ユーザは、ボタン１２８を溝
１４６に沿って、溝１４６の長い方のベース１６２を通過させることによって、着脱可能
な部分１１４をラックから離れるように摺動させて材料見本片１００をフレーム１１２か
ら解放することができる。ユーザは、解放された材料見本片１００を、サンプル製品が塗
布される体の部分の上方に置いて、実際にサンプルを塗布することなく、サンプルがどの
ように見えるかを見ることができる。
【００５７】
　着脱可能な部分１１４は、本明細書において説明されるようにフレーム１１２の下方か
らではなく、側部からまたは上方から着脱可能な部分１１４を摺動させることによってフ
レーム１１２に取り付けられ得る。フレーム１１２は、製品棚などのほぼ動かない物体の
一部になることができる。フレーム１１２および着脱可能な部分１１４は、着脱可能な部
分１１４がぴったりと取り付けられなくても、たとえばストリングの端部によって緩く連
結されたままになることができる。多数のフレーム１１２が、横列で連結され得る。これ
は、より多くの数の着脱可能な部分１１４を可能にもし得る。フレーム１１２は、カスタ
マイズ可能な長さを有することができる。フレーム１１２は、着脱可能な部分１１４の縦
方向長さより実質的に長くなり得る縦方向長さを有することができる。多数の着脱可能な
部分１１４が、単一の細長い横列でフレーム１１２に取り付けられ得る。多数のフレーム
１１２が単一の細長い横列で配置され得る。単一の細長い横列に配置されたそのようなフ
レーム１１２は、互いから実質的に独立しても、または互いに連結されてもよい。
【００５８】
　スナップ嵌め構成
　着脱可能な部分１１４およびフレーム１１２は、スナップ嵌め構成を有することができ
る。着脱可能な部分１１４のボタン１２８は、鋭敏な先端部を有することができ、それに
より、ボタン１２８は、ボタン穴１４４内にスナップ式に嵌まる。ボタン１２８は、フラ
ンジになることができ、着脱可能な部分１１４の平面動作を限定することができる。ボタ
ン１２８は、ボタン穴内を通して置かれたときに拡張することができる分岐先端部を有す
ることができる。ボタン１２８は、径方向のねじ山を有することができる。ボタン穴１４
４を囲む領域は、ボタン１２８の形状およびサイズに相互一致するように構成された形状
および／または厚さを有することができる。たとえば、ボタン穴１４４を取り囲む領域は
、径方向にねじ切りされたボタン１２８の形状およびサイズと相互一致する相互一致のね
じ山を有することができる。
【００５９】
　２つまたはそれ以上のボタン１２８が、位置合わせを改良するために単一の着脱可能な
部分内で使用可能であり、これらのボタンは、複数のボタン穴１４４内に受け入れられる
ように構成され得る。２つまたはそれ以上のボタン１２８およびボタン穴１４４を有する
着脱可能な部分１４４は、摺動スロット１３０を有して、またはこれを有さずに使用され
得る。たとえば、フランジ形状を有する２つまたはそれ以上のボタン１２８が、摺動スロ
ット１３０を有さない着脱可能な部分１４４をフレーム１１２にスナップ式に嵌めるため
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に使用され得る。
【００６０】
　着脱可能な部分１１４およびフレーム１１２のすべてまたは一部は、高度耐性を有する
破砕抵抗材料から作製され得る。たとえば、ボタン１２８および／またはボタン穴１４４
を取り囲む領域は、１つまたは複数のエラストマー材料で作製され得る。
【００６１】
　サンプルディスプレイおよび製品棚トレイ
　図７Ａ～７Ｄは、サンプルディスプレイシステムおよび製品棚トレイ、ならびにこれら
をいかにして互いに関連付けることができるかのさまざまな図を示す。製品棚トレイ１１
０は、（たとえば既存の製品棚の）平坦な表面上に置かれるように、またはフレームから
吊り下がり、追加のトレイ１１０と共に製品棚を形成するように構成され得る。製品棚ト
レイ１１０は、フレーム１１２と嵌合し、および／または結合するようにサイズ設定され
得る。製品棚は、美容製品を受け入れるための縦列に対応することができる細長い縦列１
０４と、ディスプレイ縁部１０２とを有することができる。製品棚トレイの細長い縦列１
０４は、細長い縦列壁１０６によって分離され得る。細長い縦列１０４はまた、１つまた
は複数のリブ１０８を備えることもでき、このリブ１０８は、各々の縦列１０４の床部か
らわずかに突出して摺動を容易にし、摩擦を低減する。製品棚トレイ１１０は、購買用に
、１つまたは複数のネイルポリッシュ容器１００を収容し、配置し、ディスプレイするよ
うに構成され得る。ネイルポリッシュ瓶は、系列を成して配置可能であり、ここでは、各
々の細長い縦列１０４は、同じ色のネイルポリッシュの多数のボトルを備えた系列を含む
。上記で留意され、これもまた本明細書において示されるように、フレーム１１２は、吊
り下げ部分１５０および取り付け部分１４０を含むことができる。吊り下げ部分１５０は
、平滑な先端部１５２を有することができる。取り付け部分１４０は、弧状脚部１７０を
有することができる。
【００６２】
　フレーム１１２の吊り下げ部分１５０は、製品棚のディスプレイ縁部１０２によって吊
り下げられ、取り付けられ、または所定位置に保持され得る。フレーム１１２の弧状脚部
１７０の各々の対は、製品棚トレイ１１０の各々の細長い縦列１０２の幅に類似すること
ができる幅を有することができる。図７Ａに見られるように、製品棚の各々の細長い縦列
１０４は、多数のネイルポリッシュ容器１００を収容することができ、それにより、弧状
脚部１７０の各々の対は、ネイルポリッシュ容器１００の各々の細長い縦列１０４内に置
かれたネイルポリッシュの色を表す着脱可能な部分１１４と連結することができる。
【００６３】
　図７Ｂに示されるように、製品棚トレイ１１０は、フレーム１１２に関して本明細書に
おいて説明された特徴を含むように一体的に形成され得る。あるいは、フレーム１１２は
、図７Ｃに示されるように、製品棚トレイ１１０に接着され得る。製品棚トレイ１１０が
組み合わさるとき、フレーム１１２は、取り付け部分１４０を有することができる。取り
付け部分１４０は、ディスプレイ縁部１０２の表面から離れるように傾斜するように含め
られ構成され得る。製品棚トレイ１１０は、細長い縦列１０４を含むことができる。製品
棚トレイの細長い縦列１０４は、細長い縦列壁１０６によって分離され得る。フレーム１
１２は、弧状切欠部１４２および弧状脚部１７０を含むことができる。１つまたは複数の
着脱可能な部分１１４は、フレーム１１２の弧状切欠部１４２の各々に取り付けられ得る
。着脱可能な部分の各々は、サンプル部分２４を含むことができ、このサンプル部分２４
は、美容製品サンプルを含みまたはディスプレイし、美容製品の色または他の視覚的特性
を、消費者による厳密な調査のために露出させるように構成され得る。各々のサンプル部
分は、外向きに製品棚から離れて消費者空間１２０内に突出するように構成されて、消費
者がサンプル部分と接触し、色または他の視覚的特性を厳密に評価することを可能にする
ことができる。
【００６４】
　各々の製品棚トレイの細長い縦列１０４の幅は、各々の着脱可能な部分１１４の幅と同
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じ広さになることができる。各々の製品棚トレイの細長い縦列１０４は、細長い縦列壁１
０６によって均等に離間され得る。各々の着脱可能な部分１１４は、フレーム１１２の弧
状脚部１７０によって分離され得る。各々の製品棚トレイの細長い縦列１０４は、着脱可
能な部分１１４と位置合わせされ得る。製品棚トレイ１１０内の細長い縦列１０４の数は
、製品棚トレイ１１０のフレーム１１２内に収容され得る着脱可能な部分１１４の数に等
しくなることができる。
【００６５】
　図７Ｃに示されるように、フレーム１１２の吊り下げ部分１５０は、製品棚トレイ１１
０のディスプレイ縁部１０２の外側表面に取り付けることができる。あるいはまたは追加
的に、製品棚トレイ１１０は、サンプル部分を受け入れるまたは受け取るように構成する
ことができ、このサンプル部分は、各々の縦長の縦列に隣接させてディスプレイされ、フ
レーム１１２に取り付けられる代わりに製品棚トレイ１１０自体に固着される。
【００６６】
　細長い縦列のリブ１０８は、ネイルポリッシュ容器１００と製品棚トレイ１１０との間
の接触表面領域を低減することができる。これは、ネイルポリッシュ容器１００が製品棚
トレイの縦列１０６内に置かれまたは取り出されるときにこれらが前後に摺動するときの
容器の重力による送り動作を助けることができる。ユーザは、有利には、各々の細長い縦
列１０４内のネイルポリッシュ１００の色を、着脱可能な部分１１４の色およびラベルを
見ることによって関連付けることができる。ネイルポリッシュ１００の色またはブランド
および着脱可能な部分１１４を関連付けることができることにより、ユーザは、ネイルポ
リッシュ容器１００を効率的に整理することができる。図７Ｄに見られるように、ユーザ
は、有利には、手指の爪７００を着脱可能な部分１１４の下方に置くことによってネイル
ポリッシュの色を確認することができる。ユーザは、有利には、着脱可能な部分１１４を
取り外し、これを爪の上方に置いてネイルポリッシュ容器１００内のネイルポリッシュが
塗布されたときにどのように見えるかを確認することができる。ユーザは、有利には、着
脱可能な部分１１４を見ることによって、ネイルポリッシュの色、ブランド、製造番号、
または他の識別子を推測する必要無く、ネイルポリッシュ容器１００を使用のために取り
出し、これを製品棚トレイ１１０の適切な細長い縦列１０４に戻すことができる。
【００６７】
　レールを有する材料見本片
　図８は、図１～３に概略的に示される着脱可能な部分１４の例となる形状のさまざまな
図を示す。この例は、レールを有する材料見本片と称される。材料見本片２００は、ステ
ィッカラベル部分２２０と、ディスプレイ表面２１０と、後部表面２５０と、第１の側部
表面２４０と、第２の側部表面２４２と、上部レール部分２３０と、底部レール部分２３
２とを含むことができる。レール部分２３０、２３２は、図１０に示される摺動溝フレー
ム４００のトラックスロット４５０内に摺動可能に嵌まるように構成され得る。スティッ
カラベル部分２２０は、さらに、スティッカラベル正面２２２を含むことができる。ディ
スプレイ表面２１０は、美容製品サンプルを含みまたはディスプレイし、美容製品の色ま
たは他の視覚的特性を消費者による厳密な調査のために露出させるように構成され得るサ
ンプル部分になることができる。ディスプレイ表面２１０は、正面表面２３３を含むこと
ができる。
【００６８】
　ディスプレイ表面２１０は、略矩形の形状を有する傾けられた表面になることができる
。ディスプレイ表面２１０の表面は、湾曲させることができる。第１および第２の側部表
面２４０、２４２は、同一の形状のものになることができ、全体的に直角三角形のように
成形され得る。側部表面２４０、２４２の全体的に直角三角形の形状の斜面は、矩形のデ
ィスプレイ表面２１０の側縁に連結され得る。後部表面２５０は、ディスプレイ表面２１
０とほぼ同じ幅を有する全体的に矩形の表面になることができる。後部表面２５０の高さ
は、側部表面２４０、２４２の高さと同じまたはこれより大きくなることができる。上部
レール部分２３０は、ディスプレイ表面２１０の上縁に沿って上方向に突出することがで
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きる。底部レール部分２３２は、側部表面２４０、２４２の底部上にまたはその近くに下
方向に突出することができる。上部および底部レール部分２３０、２３２は、図１０に示
されるトラックスロット４５０の厚さとほぼ同じまたはこれより小さくなり得る厚さを有
することができ、それにより、上部および底部のレール部分２３０、２３２は、摺動可能
であるがしっかりとスロット４５０と嵌合する。一部の実施形態では、後部表面２５０は
、上部および底部のレール部分２３０、２３２を含む。一部の実施形態では、ディスプレ
イ表面の湾曲し、傾けられた表面は、人の姿の先端部の形状に相補的であるように人間工
学的なものであり、それにより、ユーザまたは顧客は、手指をディスプレイ表面上に置く
ことが可能になり得る。
【００６９】
　図８に示されるように、スティッカラベル部分２２０は、ディスプレイ表面２１０から
離れるように突出する、全体的に矩形の突起部になることができる。スティッカラベル部
分２２０の形状およびサイズは、スティッカラベル部分２２０によって覆われない空間が
ディスプレイ表面の二分の一以上を構成するように、ディスプレイ表面３１０の形状およ
びサイズより小さくなり得る。スティッカラベル部分２２０の表面は傾斜させることがで
き、それにより、ユーザまたは顧客は、スティッカラベル部分２２０の表面上の内容を上
方から見ることができ得る。スティッカラベル正面２２２は、ディスプレイ表面２１０に
スティッカラベル部分２２０を連結することができるスティッカラベル部分２２０と同じ
幅を有する全体的に矩形の表面になることができる。スティッカラベル部分２２０は、紙
片等の薄い物体上に上部からクリップするように構成されたラッチまたはクリップになる
ことができる。一部の実施形態では、スティッカラベル部分２２０は、紙片を底部からク
リップすることができる。
【００７０】
　スティッカラベル部分２２０は、ユーザまたは顧客が、ラック内に置かれたネイルポリ
ッシュの容器などの製品を説明することができるスティッカを貼ることを可能にすること
ができる。たとえば、ユーザまたは顧客は、スティッカラベル部分のクリップ形状の内側
にクーポンを取り外し可能に置くことができる。ラックは、図７Ａ～７Ｂを参照して上記
で説明されたラックになることができる。上部および底部のレール部分２３０、２３２は
、ユーザが、１つの説明を有する材料見本片２００を摺動させ、取り外して、別の説明を
有する材料見本片に取り換えることを可能にすることができる。ディスプレイ表面２１０
は、スティッカラベル部分２２０上のスティッカ内に説明されるものとは異なる製品の別
の特徴を説明する別のスティッカを置くために使用され得る。たとえば、ブラシに関連す
る説明をスティッカラベル部分２２０上に置くことができ、一方でネイルポリッシュの色
に関する別の説明を有するスティッカをディスプレイ表面２１０の表面上に置くことがで
きる。
【００７１】
　材料見本片は、さらに、サンプル部分を含むことができる。図９は、サンプル部分を有
する材料見本片を示す。サンプル部分３００を備えた材料見本片は、サンプル部分３１４
と、スティッカラベル部分３２０と、ディスプレイ表面３１０と、後部表面３５０と、第
１の側部表面３４０と、第２の側部表面３４２と、上部レール部分３３０と、底部レール
部分３３２とを含むことができる。レール部分３３０、３３２は、図１０に示されるディ
スプレイ摺動フレーム４００のトラックスロット４５０内に摺動可能に嵌まるように構成
され得る。
【００７２】
　サンプル部分３１４は、図４を参照して上記で説明された爪形状のサンプル部分２４な
どの爪形状を有することができる。ユーザまたは顧客は、ネイルポリッシュの色を爪形状
のサンプル部分３１４に塗布することができ、それにより、ユーザまたは顧客は、サンプ
ル部分３００を有する材料見本片と同じ縦列または細長い縦列内に置かれたラック内のネ
イルポリッシュの色を確認することができる。スティッカラベル部分３２０は、ディスプ
レイ表面３１０から段付けされ得る。たとえば、スティッカラベル部分３２０は、ラベル
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ステッカを置くように成形されサイズ設定されたディスプレイ表面３１０内の窪みになる
ことができる。スティッカラベル部分３２０は、離れように突出して顧客空間内に入るこ
とができる。
【００７３】
　サンプル部分３１４は、他の化粧品の特質をディスプレイするために使用され得る。た
とえば、材料見本片は、ヘアカラーの材料見本片２０２になることができる。ヘアカラー
の材料見本片２０２は、髪の色および／または質感を示す髪ディスプレイ部分２１２を有
することができる。材料見本片は、皮膚色の材料見本片２０４になることができる。皮膚
色の材料見本片２０４は、皮膚の色および／または質感を示す皮膚ディスプレイ部分２１
４を有することができる。
【００７４】
　摺動溝
　図１０は、ディスプレイ摺動溝およびディスプレイ材料見本ならびにこれらをどのよう
に互いに関連付けることができるかのさまざまな図を示す。ディスプレイ摺動溝フレーム
４００は、摺動溝４２０、４３０と、ラック本体部分４７０とを有することができる。摺
動溝４２０、４３０は、摺動溝上部部分４３０と、摺動溝底部部分４２０とを含むことが
できる。上部および底部の摺動溝４２０、４３０は各々、摺動スロット４５０を含むこと
ができる。
【００７５】
　ディスプレイ摺動溝フレーム４００は、複数の材料見本片２００、３００を摺動可能に
嵌めるように構成された、薄く、矩形形状のラックになることができる。たとえば、摺動
ラック本体部分４７０の高さは、材料見本片２００、３００の高さとほぼ同じまたは類似
することができる。摺動溝フレーム４００の幅は、各々の材料見本片２００、３００の幅
とほぼ等しい、またはこれより大きくなることができる。上部および底部の摺動溝４２０
、４３０は、摺動ラック本体部分４７０の上部および底部の縁上にあることができる。上
部および底部の摺動溝４２０、４３０は、図８および９を参照して上記で説明された材料
見本片２００、３００の上部および底部のレール部分２３０、２３２、３３０、３３２の
形状およびサイズを補完するように構成され得る。摺動スロット４５０は、上部および底
部のレール部分２３０、２３２、３３０、３３２の厚さを補完するように構成された厚さ
を有することができ、それにより、ユーザまたは顧客は、各々の個々の材料見本片２００
、３００をディスプレイ摺動溝フレーム４００内で摺動させることができる。
【００７６】
　ディスプレイトラックフレーム４００は、図７Ａ～７Ｂを参照して上記で示され説明さ
れた製品棚トレイ１１０などの製品棚トレイの正面に置かれおよび／または取り付けられ
得る。図１０に示されるように、ユーザまたは顧客は、材料見本片２００、３００を、デ
ィスプレイ摺動溝フレーム４００のいずれかの側内に摺動させ、またはそこから取り外す
ことができる。材料見本片２００、３００を取り外し、交換することにより、ユーザまた
は顧客は、色、ブラシタイプなどのその特徴に基づいて製品を整理することができる。
【００７７】
　ユーザは、有利には、材料見本片２００の色およびラベルを見ることによって、各々の
細長い縦列１０４内のネイルポリッシュ１００の色を関連付けることができる。ネイルポ
リッシュ１００および材料見本片２００の色またはブランドを関連付けることができるこ
とにより、ユーザは、ネイルポリッシュ容器１００を効率的に整理することができる。ネ
イルポリッシュの色は、色こう配の変化により、これが実際に爪に塗布されたときと比べ
、ネイルポリッシュ容器の外側から見たときは異なり得る。ユーザは、有利には、材料見
本片２００を取り外し、これを爪の上方に置いて、ネイルポリッシュ容器１００の内側の
ネイルポリッシュが塗布されたときにどのように見えるかを確認することができる。ユー
ザは、有利には、材料見本片２００を見ることによって、ネイルポリッシュの色、ブラン
ド、または製造番号を推測する必要無く、ネイルポリッシュ容器１００を使用のために取
り出し、これを製品棚トレイ１１０の適切な細長い縦列１０４に戻すことができる。
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【００７８】
　ユーザまたは顧客は、フレーム４００に解放可能に取り付けられた材料見本片２００を
掴むまたは把持することができる。フレームは、細長い横列に対して垂直である細長い縦
列内に美容製品を整理する、製品棚の細長い横列に取り付けられるように構成することが
でき、フレームは、さらに、多数の材料見本片２００を解放可能に受け取り、１つの各々
の材料見本片２００を美容製品の各々の細長い縦列に隣接させて配置し、かつこれとその
材料見本片を位置合わせすることによって、各々の材料見本片を美容製品の対応する細長
い縦列に関連付けるように構成される。ユーザは、材料見本片２００を、フレームの摺動
溝４２０、４３０に沿って、材料見本片２００が美容製品の対応する細長い縦列に関連付
けられ得るその第１の場所から離れるように摺動させることができる。図１０に示される
ように、ユーザは、材料見本片２００をフレームの長手方向に摺動させて、材料見本片２
００をフレーム４００から解放することができる。ユーザまたは消費者は、フレーム４０
０から解放された材料見本片２００を、サンプル製品が塗布され得る体の部分の上方に置
くことができる。体の部分は、手指の爪、足指の爪、瞼、髪などを含むことができる。
【００７９】
　ユーザまたは顧客は、１つまたは複数の材料見本片２００をフレーム４００の摺動溝４
２０、４３０内に置くことができる。ユーザまたは顧客は、各々の材料見本片２００を摺
動させて、これらを、各々の美容製品が製品棚トレイ１１０の各々の細長い縦列に置かれ
る順に置くことができ、それにより、各々の材料見本片２００は、製品棚トレイ１１０の
対応する縦列内に置かれた美容製品のタイプと位置合わせするおよび／またはこれに対応
することができる。
【００８０】
　防盗用溝ロック
　図１１は、摺動溝ラックおよび防盗用溝ロックを備えた材料見本片を含む例となるシス
テム、ならびにこれらを互いにどのように関連付けることができるかを示す。ディスプレ
イ摺動溝フレーム４００は、防盗用溝ロック５００を有することができる。防盗用溝ロッ
ク５００は、プラグ５１０およびキャップ５２０を有することができる。プラグ５１０は
、ラック本体部分４７０内に摺動するように成形されサイズ設定され得る。たとえば、プ
ラグ５１０は、材料見本片２００の後部表面２５０、上部レール部分２３０、および底部
レール部分２３２に類似する形状およびサイズを有することなどにより、ラック本体部分
４７０の形状およびサイズに相互一致するように成形されサイズ設定され得る。キャップ
５２０は、防盗用溝ロック５００がラック本体部分４７０内でさらに摺動することを防止
するように成形されサイズ設定され得る。たとえば、キャップ５２０は、上部と底部の摺
動スロット４２０、４３０間の長さより長い長さと、摺動スロット４５０の幅より大きい
幅とを有することができる。防盗用溝ロック５００は、ラック本体部分４７０に取り外し
可能に取り付けられ得る。防盗用溝ロック５００は、ラック本体部分４７０に取り付けら
れた後、結合され、締め付けられ、または別の形で移動を抑えることができる。
【００８１】
　防盗用溝ロック５００は、材料見本片２００の取り外しおよび／または摺動を防止する
ために使用され得る。材料見本片２００の取り外しおよび／または摺動を防止することに
より、ユーザは、有利には、材料見本片２００が移動され、盗まれ、または無秩序になる
ことを防止することができる。
【００８２】
　本明細書において使用される用語「ネイルポリッシュ」は、幅広い用語であり、その従
来の意味にしたがって、あらゆる爪の装飾を指すために使用される。たとえば、用語「ネ
イルポリッシュ」は、それだけに限定されないが、手指の爪または足指の爪の見た目を変
更または強調することができるあらゆる装飾を含むことができる。用語「ネイルポリッシ
ュ」は、以下の一部またはすべてを単独でまたは組み合わせて含むことができる：ネイル
ジェル、ネイルファブリック、付け爪、スパンコール、スティッカ、ペイント、ラップ、
シェルなど。さらに、一例が、ネイルポリッシュを例となる製品として使用する場合はい
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て保障される、または望まれ得るすべての製品を含む、さまざまな他の製品を代用するこ
とができる。本明細書において説明される美容製品に加えて、そのような製品は、塗料お
よび染料、布、色鉛筆、および趣味／工芸品を含むことができる。
【００８３】
　本明細書を通して、「一部の実施形態」または「一実施形態」への参照は、その実施形
態に関連して説明された特定の特徴、構造、または特性が、少なくとも一部の実施形態に
含まれることを意味する。したがって、本明細書を通し、さまざまな場所における語句「
一部の実施形態」または「一実施形態」の出現は、必ずしもすべて同じ実施形態を指すも
のではなく、同じまたは異なる実施形態の１つまたは複数を指すことができる。さらに、
特定の特徴、構造、または特性は、１つまたは複数の実施形態において、本開示から当業
者に明らかであるような任意の適切な方法で組み合わされてよい。
【００８４】
　本出願において使用されるとき、用語「備えている」、「含んでいる」、「有している
」および同様の言葉は、同義語であり、制約のない形で包括的に使用され、追加の要素、
特徴、動作、作動などを排除するものではない。また、用語「または」は、（その限定的
な意味ではなく）その包括的意味において使用され、それにより、たとえば要素のリスト
を連結するときに使用されるとき、用語「または」は、そのリスト内の要素の１つ、一部
、またはすべてを意味する。
【００８５】
　同様に、実施形態の上記の説明において、さまざまな特徴は、時に、本開示を簡素化し
、さまざまな発明的態様の１つまたは複数を理解するのを補助する目的で、単一の実施形
態、図、またはその説明において一緒にグループ化されることを理解されたい。しかし、
開示のこの方法は、任意の請求項がその請求項に明示的に引用されたものより多くの特徴
を必要とする意図を反映するものとして解釈されるものではない。そうではなく、発明的
態様は、任意の単一の前述の開示された実施形態のすべての特徴より少ない組み合わせで
存在する。
【００８６】
　いくつかの出願、公報、および外部文献が、参照によって本明細書に組み込まれ得る。
本明細書の本体内容の記述と、組み込まれた文献の任意のものにおける記述との間のいか
なる対立または矛盾も、本文における記述を優先して解決されるものとする。
【００８７】
　特定の好ましい実施形態および例の例示的な内容で説明されてきたが、本開示は、具体
的に説明された実施形態を超えて、他の代替の実施形態および／または使用ならびに明確
な改変形態および均等物まで及ぶことが当業者によって理解されるであろう。したがって
、後続の特許請求の範囲は、上記で説明された特定の実施形態によって限定されてはなら
ないことが意図される。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月25日(2016.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　美容製品サンプルディスプレイシステムであって、
　細長い横列に対して垂直である細長い縦列内に美容製品を整理する、製品棚の前記細長
い横列に取り付けられるように構成されたフレームであって、製品棚の前記細長い横列は
、美容製品の多数の前記細長い縦列が消費者に見えるように、消費者空間の近くに配置さ
れるように構成され、各々の細長い縦列は、同じ色または他の視覚特性を有する美容製品
を含み、前記美容製品は、前記細長い縦列内に前後に配置され、
　前記フレームは、さらに、多数の材料見本片を解放可能に受け取り、多数の材料見本片
のうち１つの材料見本片を、多数の材料見本片のうち１つの材料見本片を美容製品の対応
する細長い縦列に隣接させて配置し、かつ前記材料見本片を美容製品の対応する細長い縦
列と位置合わせすることによって、美容製品の対応する１つの細長い縦列に関連付けるよ
うに構成される、フレームと、
　多数の材料見本片であって、各々が、
　　美容製品サンプルを含みまたはディスプレイし、前記美容製品の色または他の視覚的
特性を、消費者による厳密な調査のために露出させるように構成され得るサンプル部分で
あって、各々のサンプル部分は、外向きに前記製品棚から離れて前記消費者空間内に突出
するように構成されて、消費者が前記サンプル部分と接触し、前記色または他の視覚的特
性を厳密に評価することを可能にする、サンプル部分と、
　　前記美容製品サンプルの名称または供給元を特定するラベルを含むまたはディスプレ
イするように構成され得るラベル部分と、
　　少なくとも１つのスロット係合突起部とを備える、多数の材料見本片とを備え、
　前記フレームは、さらに、前記多数の材料見本片の各々の前記スロット係合突起部を受
け取るための１つまたは複数のフレームスロットを含み、前記１つまたは複数のフレーム
スロットは、前記多数の材料見本片が摺動して、美容製品の前記対応する細長い縦列と位
置合わせすることを可能にするように配置される、美容製品サンプルディスプレイシステ
ム。
【請求項２】
　各々のサンプル部分が、薄く、手指の爪のように全体的に成形され、このとき手指の爪
の先端部は前記フレームに向かって延びており、手指の爪の基部は前記フレームから離れ
て前記消費者空間に向かって延びており、それにより、前記消費者空間内の消費者は、自
身の手指の爪を前記サンプル部分のすぐ下方に置いて、自身の手指の爪上に直接的に置か
れた場合に自身の皮膚の色に関連して前記美容製品が生み出す視覚的効果を確認すること
ができる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記フレームが、前記細長い棚に取り外し可能に取り付けられるように構成され、吊り
下げ部分を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　各々の材料見本片が、少なくとも０．７５インチ（１．９１ｃｍ）の幅を有する、請求
項１に記載のシステム。
【請求項５】
　各々の材料見本片が、少なくとも０．１インチ（０．２５ｃｍ）だけ前記フレームから
突出する、請求項４に記載のシステム。
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【請求項６】
　前記フレームが、前記細長い棚に接着されるように構成され、取り外し可能なカバーを
備えた接着剤のストリップを含んで前記接着を容易にする、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記フレームが、少なくとも１つのフレームスロットを備え、各々の前記材料見本片が
、少なくとも１つのスロット係合突起部を含み、前記少なくとも１つのスロット係合突起
部は、前記フレームスロットによって受け取られるように構成されて、前記材料見本片と
美容製品の前記対応する細長い縦列の物理的支持および位置合わせを助ける、請求項１に
記載のシステム。
【請求項８】
　前記スロット係合突起部が、ボタンを備え、少なくとも１つの前記フレームスロットの
各々が、保持機構を備え、前記保持機構は、
　前記少なくとも１つのボタンを取り外し可能に留めるように構成されたボタン穴を含む
保持デバイスと、
　前記フレームの縁から製品棚の前記細長い横列に向かって延びる溝と、
　前記溝と前記保持デバイスとの間に配設されたリッジであって、それにより、前記ボタ
ンは、摺動して前記溝を通り前記リッジを超えて前記ボタン穴に入ることができ、前記フ
レームは、それによって前記材料見本片を保持する、リッジとを備える、請求項７に記載
のシステム。
【請求項９】
　前記システムが、前記材料見本片が挿入および取り外し中に限定された捩じり応力を受
けるように構成され、前記応力は、前記ボタンが前記リッジを通り越すときに最大に達す
る、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　多数の材料見本片のそれぞれのサンプル部分が、手指の爪のように成形され、前記サン
プル部分は、
　人の手指の爪を全体的に覆いながら美容製品をディスプレイするために消費者に直接的
に露出され消費者が見ることができるように構成された、上部凹状表面と、
　人の手指の爪がすぐ隣にぴったり重なることを可能にするように構成された対応する前
部凸状表面と、
　前記サンプル部分が、ユーザの手指の爪を全体的に覆い、ユーザの皮膚の隣で美容製品
の色をディスプレイし易くなるように、標準的な甘皮部に当接するように成形された湾曲
した縁部とを有する、請求項２に記載の美容製品サンプルディスプレイシステム。
【請求項１１】
　美容製品サンプルを美容製品に関連付けてディスプレイする方法であって、
　製品棚から外向きに消費者空間に向けて突出するように構成された剛性のプラスチック
製の着脱可能な材料見本片を提供することであって、前記材料見本片は、
　　消費者への直接的なディスプレイのための美容製品を受け取るように構成されたサン
プル部分と、
　　少なくとも１つの溝の界接特徴を備える連結機構とを備える、提供することと、
　細長い横列に対して垂直である系列で美容製品を整理する、製品棚の前記細長い横列に
取り付けられるように構成されたフレームを提供することであって、前記フレームは、さ
らに、多数の材料見本片を解放可能に受け取り、多数の材料見本片のうち１つの材料見本
片を、多数の材料見本片のうち１つの材料見本片を対応する系列に隣接させて配置し、か
つ前記材料見本片を対応する系列に位置合わせすることによって美容製品の対応する系列
に関連付けるように構成され、前記フレームは、さらに、
　　前記材料見本片を前記対応する系列に関連付けて保持するために前記材料見本片の前
記連結機構と界接するように構成された保持機構であって、少なくとも１つの溝を含む、
保持機構を備える、提供することと、
　前記溝の界接特徴を前記フレームの前記溝内に摺動させて前記材料見本片を美容製品の
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前記対応する系列と位置合わせすることによって、前記材料見本片を配置することとを含
む、方法。
【請求項１２】
　前記溝が、前記フレームの長さに沿って延び、それにより、前記材料見本片を配置する
ことは、前記溝の界接特徴を前記溝に沿って横方向に摺動させることを含む、請求項１１
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記フレームが、各系列に対して１つの溝を含み、前記材料見本片を配置することが、
前記溝の界接特徴を前記フレームの細長い軸に対して垂直に、特有の系列に直接向かって
摺動させることを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記保持機構が、さらに、第２の溝を含み、２つの溝は、トラックスロットを含み、前
記材料見本片の前記溝の界接特徴は、２つの対応するレール部分を含む、請求項１２に記
載の方法。
【請求項１５】
　前記保持機構が、さらに、リッジおよびボタン穴を含み、前記溝が、前記材料見本片上
のボタンを前記ボタン穴の方向に案内するように構成され、前記リッジが、前記ボタンが
、容易に摺動して前記ボタン穴から外れることを防止するように構成される、請求項１３
に記載の方法。



(33) JP 2017-504369 A 2017.2.9

10

20

30

40

【国際調査報告】



(34) JP 2017-504369 A 2017.2.9

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．ベルクロ
２．ＶＥＬＣＲＯ

(72)発明者  ミラー、ロドニー、ベネット
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９２６１８、アーバイン、スイート　１００、１８５　テク
            ノロジー　ドライブ
(72)発明者  ウィートン、ジェイソン、ロックフォード
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９２６１８、アーバイン、スイート　１００、１８５　テク
            ノロジー　ドライブ


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

