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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眉尻となる位置に化粧料を塗布して前記眉尻を描くための眉描具であって、
　前記化粧料を塗布する塗布部と、
　眉山に対して位置合わせされる眉山位置合わせ部と、
　前記眉山よりも眉頭側における眉の上縁に対して位置合わせされる眉頭側位置合わせ部
と、
　を備え、
　前記眉山位置合わせ部を前記眉山に対して位置合わせするとともに、前記眉頭側位置合
わせ部を前記上縁に対して位置合わせした状態において、前記眉尻の位置に前記塗布部が
配置されるように構成されている眉描具。
【請求項２】
　前記位置合わせした状態において前記眉山よりも眉尻側における眉に沿って配置される
眉尻側指標部を更に備える請求項１に記載の眉描具。
【請求項３】
　棒状の本体部を備え、
　前記眉頭側位置合わせ部及び前記眉尻側指標部の各々は、線状に延在しており、
　前記本体部の軸心に対する前記眉尻側指標部の傾斜角度は、前記本体部の軸心に対する
前記眉頭側位置合わせ部の傾斜角度よりも大きい請求項２に記載の眉描具。
【請求項４】
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　前記眉山位置合わせ部と前記眉頭側位置合わせ部とが形成された板状部材を備える請求
項１から３のいずれか一項に記載の眉描具。
【請求項５】
　前記眉山位置合わせ部の位置を示す眉山指標部を備える請求項１から４のいずれか一項
に記載の眉描具。
【請求項６】
　化粧料を塗布する塗布部と、
　眉山に対して位置合わせされる眉山位置合わせ部と、
　前記眉山よりも眉頭側における眉の上縁に対して位置合わせされる眉頭側位置合わせ部
と、
　を備え、
　前記眉山位置合わせ部と前記眉頭側位置合わせ部とを結ぶ直線を第１直線とすると、
　前記塗布部は、前記眉山位置合わせ部を中心として前記第１直線とのなす角度が１２０
°以上１６５°以下の第２直線上の位置であって、且つ、前記眉山位置合わせ部からの距
離が１６ｍｍ以上２６ｍｍ以下の位置に配置されている眉描具。
【請求項７】
　化粧料を塗布する塗布部を備える化粧料塗布具に装着されて、眉尻となる位置に前記化
粧料を塗布して前記眉尻を描く作業を補助する眉描用アタッチメントであって、
　前記化粧料塗布具に対して装着される装着部と、
　眉山に対して位置合わせされる眉山位置合わせ部と、
　前記眉山よりも眉頭側における眉の上縁に対して位置合わせされる眉頭側位置合わせ部
と、
　を備え、
　前記眉山位置合わせ部を前記眉山に対して位置合わせするとともに、前記眉頭側位置合
わせ部を前記上縁に対して位置合わせした状態において、前記眉尻の位置に前記塗布部が
配置されるように構成されている眉描用アタッチメント。
【請求項８】
　前記装着部に形成された差込孔に前記化粧料塗布具の先端部が差し込まれることによっ
て、前記化粧料塗布具に装着されるようになっており、
　当該眉描用アタッチメントは、前記差込孔に前記化粧料塗布具の前記先端部が差し込ま
れた状態で、当該先端部の軸周りにおいて当該先端部に対して当該眉描用アタッチメント
が回転することを規制する回転規制部を有する請求項７に記載の眉描用アタッチメント。
【請求項９】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の眉描具を用いて化粧を行う方法であって、
　前記眉山位置合わせ部を前記眉山に対して位置合わせするとともに、前記眉頭側位置合
わせ部を前記眉山よりも前記眉頭側における眉の上縁に対して位置合わせする工程と、
　顔に対する前記眉山位置合わせ部の位置を維持しながら、前記塗布部により前記化粧料
を塗布することによって、前記眉尻を描く工程と、
　を備える化粧方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眉描具、眉描用アタッチメント、及び、化粧方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、アイブローペンシルに脱着自在な眉描用定規について記載されている
。この眉描用定規には、１０°間隔毎に形成された複数の眉尻角度目安線が形成されてい
る。特許文献１の技術において、眉尻の位置を決定するためには、角度目安線と平行に芯
先を斜め下方に移動させて、目尻を通る下瞼の延長線に交差する位置まで眉尻の上端部を
描き込む。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－６５３５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、本発明者等の知見によれば、プロフェッショナルのメイクアップアーティス
トが描く眉山から眉尻側の眉の形状は、アーティストによらずほぼ一定形状である。
　その一方で、本発明者等の知見によれば、眉描具のユーザの中には、眉山から眉尻側の
眉の形状をどのように決めれば良いのかがよく分からないというユーザが多い。また、眉
を描く前における眉尻側の眉の長さは足りないことが多い。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の技術では、眉尻の位置を決定するためには、角度目安線と
平行に芯先を斜め下方に移動させて、目尻を通る下瞼の延長線に交差する位置まで眉尻の
上端部を描き込む、という難しい作業が必要となる。
【０００６】
　本発明は、上記の課題に鑑みなされたものであり、理想的な眉尻の位置に化粧料を塗布
することが容易な眉描具、眉描用アタッチメント、及び、化粧方法に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、眉尻となる位置に化粧料を塗布して前記眉尻を描くための眉描具であって、
前記化粧料を塗布する塗布部と、眉山に対して位置合わせされる眉山位置合わせ部と、前
記眉山よりも眉頭側における眉の上縁に対して位置合わせされる眉頭側位置合わせ部と、
を備え、前記眉山位置合わせ部を前記眉山に対して位置合わせするとともに、前記眉頭側
位置合わせ部を前記上縁に対して位置合わせした状態において、前記眉尻の位置に前記塗
布部が配置されるように構成されている眉描具を提供するものである。
【０００８】
　また、本発明は、化粧料を塗布する塗布部と、眉山に対して位置合わせされる眉山位置
合わせ部と、前記眉山よりも眉頭側における眉の上縁に対して位置合わせされる眉頭側位
置合わせ部と、を備え、前記眉山位置合わせ部と前記眉頭側位置合わせ部とを結ぶ直線を
第１直線とすると、前記塗布部は、前記眉山位置合わせ部を中心として前記第１直線との
なす角度が１２０°以上１６５°以下の第２直線上の位置であって、且つ、前記眉山位置
合わせ部からの距離が１６ｍｍ以上２６ｍｍ以下の位置に配置されている眉描具を提供す
るものである。
【０００９】
　また、本発明は、化粧料を塗布する塗布部を備える化粧料塗布具に装着されて、眉尻と
なる位置に前記化粧料を塗布して前記眉尻を描く作業を補助する眉描用アタッチメントで
あって、前記化粧料塗布具に対して装着される装着部と、眉山に対して位置合わせされる
眉山位置合わせ部と、前記眉山よりも眉頭側における眉の上縁に対して位置合わせされる
眉頭側位置合わせ部と、を備え、前記眉山位置合わせ部を前記眉山に対して位置合わせす
るとともに、前記眉頭側位置合わせ部を前記上縁に対して位置合わせした状態において、
前記眉尻の位置に前記塗布部が配置されるように構成されている眉描用アタッチメントを
提供するものである。
【００１０】
　また、本発明は、本発明の眉描具を用いて化粧を行う方法であって、前記眉山位置合わ
せ部を前記眉山に対して位置合わせするとともに、前記眉頭側位置合わせ部を前記眉山よ
りも前記眉頭側における眉の上縁に対して位置合わせする工程と、顔に対する前記眉山位
置合わせ部の位置を維持しながら、前記塗布部により前記化粧料を塗布することによって
、前記眉尻を描く工程と、を備える化粧方法を提供するものである。
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【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、理想的な眉尻の位置に化粧料を塗布することが容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施形態に係る眉描具の正面図である。
【図２】第１の実施形態に係る眉描具の先端部近傍を示す図であり、このうち（ａ）は正
面図であり、（ｂ）は平面図である。
【図３】第１の実施形態に係る眉描具の先端部近傍を示す図であり、このうち（ａ）は斜
視図、（ｂ）は先端側から見た側面図である。
【図４】第１の実施形態に係る眉描用アタッチメントを示す図であり、このうち（ａ）は
正面図、（ｂ）は平面図である。
【図５】第１の実施形態に係る眉描用アタッチメントを示す図であり、このうち（ａ）は
斜視図、（ｂ）は先端側から見た側面図である。
【図６】第１の実施形態に係る眉描具の化粧料塗布具の先端部近傍を示す図であり、この
うち（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は斜視図、（ｄ）は先端側から見た側面図
である。
【図７】理想的な眉尻の位置を説明するための図である。
【図８】図８（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）は第１の実施形態に係る化粧方法を説明するため
の工程図である。
【図９】第２の実施形態に係る眉描具の先端部近傍を示す図であり、このうち（ａ）は斜
視図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は平面図である。
【図１０】第３の実施形態に係る眉描具の先端部近傍を示す図であり、このうち（ａ）は
正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は斜視図である。
【図１１】図１１（ａ）は第４の実施形態に係る眉描具を示す斜視図である。図１１（ｂ
）、（ｃ）、（ｄ）は第４の実施形態に係る眉描具の眉描用アタッチメントを示す図であ
り、このうち（ｂ）は斜視図、（ｃ）は図１１（ｂ）の矢印Ｃ方向に見た図、（ｄ）は図
１１（ｂ）の矢印Ｄ方向に見た図である。
【図１２】図１２（ａ）及び（ｂ）は第５の実施形態に係る眉描具の先端部近傍を示す図
であり、このうち（ａ）は正面図、（ｂ）は斜視図である。図１２（ｃ）は第５の実施形
態に係る眉描用アタッチメントの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。なお、すべての図面におい
て、同様の構成要素には同一の符号を付し、重複する説明は適宜に省略する。
【００１４】
　〔第１の実施形態〕
　先ず、図１から図８を用いて第１の実施形態を説明する。
　本実施形態に係る眉描具１００は、ヒトの眉５０の眉尻５４（図８）となる位置に化粧
料を塗布して眉尻５４を描くための眉描具１００である。眉描具１００は、化粧料を塗布
する塗布部（例えばペンシル芯１１の先端１１ａ）と、眉山５１（図７）に対して位置合
わせされる眉山位置合わせ部２１と、眉山５１よりも眉頭５２側における眉の上縁５２ａ
（図７）に対して位置合わせされる眉頭側位置合わせ部２２と、を備えている。
　この眉描具１００は、眉山位置合わせ部２１を眉山５１に対して位置合わせするととも
に、眉頭側位置合わせ部２２を上縁５２ａに対して位置合わせした状態において、眉尻５
４の位置に塗布部が配置されるように構成されている。
【００１５】
　また、本実施形態に係る眉描用アタッチメント２０は、化粧料を塗布する塗布部を備え
る化粧料塗布具１０に装着されて眉尻５４となる位置に化粧料を塗布して眉尻５４を描く
作業を補助する眉描用アタッチメント２０である。眉描用アタッチメント２０は、化粧料
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塗布具１０に対して装着される装着部２６と、眉山位置合わせ部２１と、眉頭側位置合わ
せ部２２と、を備えている。
【００１６】
　ここで、本実施形態において、眉尻５４は、眉描具１００を用いて眉５０を描くことに
より形成される眉尻を意味する。一方、眉描具１００を用いて眉５０を描く前の眉尻は、
実眉尻５３（図７、図８（ｂ））と称する。
　なお、眉５０が剃られて眉毛が存在しない場合における眉山５１、実眉尻５３、眉頭５
２などの位置は、眉５０が剃られる前における眉山５１、実眉尻５３、眉頭５２などの位
置であるものとする。
　本実施形態において、化粧料は、顔に塗布されることにより、皮膚とは異なる色に見え
るものである。すなわち、化粧料は、着色料を含有する有色のものである。
　本実施形態においては、顔に化粧料を塗布する塗布部がペンシル芯１１の先端１１ａで
ある例を示すが、塗布部は、ブラシ又はチップなど、ペンシル芯１１以外のものであって
も良い。
　以下、詳細に説明する。
【００１７】
　図１から図３に示すように、眉描具１００は、例えば、化粧料塗布具１０と、化粧料塗
布具１０に対して着脱可能に装着される眉描用アタッチメント２０と、を備えて構成され
ている。
　化粧料塗布具１０は、全体が棒状に形成されている。すなわち、化粧料塗布具１０は棒
状の本体部１６を備えている。本体部１６の内部には、顔に化粧料を塗布する塗布部等を
備えている。
　一例として、本体部１６は、それぞれ棒状に形成され、且つ、互いに同軸に並んで配置
されているペンシル部１２、回転部１３、第１キャップ１４及び第２キャップ１５を備え
て構成されている。
【００１８】
　ペンシル部１２は、化粧料塗布具１０の先端部を構成している。ペンシル部１２の先端
からは、ペンシル芯１１が突出可能となっている。ペンシル芯１１の先端１１ａは、顔に
化粧料を塗布して眉尻５４を描く部分（塗布部）である。
【００１９】
　図１及び図６各図に示すように、回転部１３は、ペンシル部１２の基端側に隣接する位
置に配置されている。
　回転部１３は、ペンシル部１２の軸周りにおいてペンシル部１２に対して相対的に回転
可能に、ペンシル部１２と連結されている。回転部１３をペンシル部１２に対して一方向
に回転させることにより、ペンシル芯１１がペンシル部１２の先端から突出し、回転部１
３をペンシル部１２に対して反対方向に回転させることにより、ペンシル芯１１がペンシ
ル部１２の内部に没入するようになっている。なお、図１から図３の各図、図６各図及び
図８（ａ）は、それぞれペンシル芯１１をペンシル部１２から突出させた状態を示す。
　ペンシル部１２は、回転部１３の先端部よりも細径に形成されている。眉描用アタッチ
メント２０はペンシル部１２に対して着脱可能に装着される。
【００２０】
　回転部１３の基端側には、例えば、図示しないブラシが設けられている。回転部１３の
基端側には、例えば、スクリュー式キャップである第１キャップ１４が着脱可能に装着さ
れており、当該第１キャップ１４によって回転部１３のブラシが覆われている。
【００２１】
　第１キャップ１４の基端側には、例えば、チップが設けられている。第１キャップ１４
の基端側には、例えば、圧入式キャップである第２キャップ１５が着脱可能に装着されて
おり、当該第２キャップ１５によって第１キャップ１４のチップが覆われている。
【００２２】
　図４及び図５に示すように、眉描用アタッチメント２０は、例えば、ペンシル部１２が
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差し込まれることによって装着される筒状の装着部２６と、装着部２６に固定された板状
部材２５と、を備えている。眉描用アタッチメント２０は、例えば、全体が合成樹脂など
により一体成形されている。
【００２３】
　装着部２６の内部には、差込孔２６ａ（図５（ａ）、（ｂ））が形成されている。差込
孔２６ａの形状は特に限定されないが、例えば、軸方向に位置にかかわらず内径を一定径
とすることができる。一方、ペンシル部１２は、軸方向に位置にかかわらず外径が一定径
であっても良いが、ペンシル部１２の先端部は、先端側に向けて徐々に縮径していること
が好ましく、このようにすることにより、装着部２６にペンシル部１２を差し込みやすく
なる。装着部２６にペンシル部１２が差し込まれることによって、装着部２６とペンシル
部１２とが互いに同軸の状態で、装着部２６がペンシル部１２に装着される。
　なお、装着部２６には、当該装着部２６の軸方向に延在するスリット２６ｂ（図５（ａ
）、（ｂ））が形成されていても良い。
【００２４】
　板状部材２５は、平板状に形成されており、装着部２６の外面側に配置されている。板
状部材２５は、装着部２６の軸方向の両端間に亘って装着部２６に対して接合されている
。
　板状部材２５は、装着部２６の軸方向に装着部２６から突出する長尺な細長い形状に形
成されている。
【００２５】
　板状部材２５において、装着部２６側とは反対側の稜線部、すなわち図４（ａ）及び図
５（ａ）における上側の稜線部は、上述した眉山位置合わせ部２１及び眉頭側位置合わせ
部２２を含んでいる。
　眉描用アタッチメント２０は、更に、眉山位置合わせ部２１及び眉頭側位置合わせ部２
２が眉山５１及び上縁５２ａに対してそれぞれ位置合わせされた状態で眉山５１（図７）
よりも眉尻（描かれる前の眉尻である実眉尻５３）側における眉５０に沿って配置される
眉尻側指標部２３を備えている。眉尻側位置合わせ部２３は眉山５１よりも実眉尻５３側
における眉５０の上縁５３ａに沿って配置される。本実施形態の場合、板状部材２５の上
側の稜線部は、眉尻側指標部２３も含んでいる。
　板状部材２５の先端側（図４（ａ）において左側）から順に、眉尻側指標部２３、眉山
位置合わせ部２１及び眉頭側位置合わせ部２２の順に配置されている。
　眉山位置合わせ部２１は、実質的に点状の部分である。一方、眉頭側位置合わせ部２２
及び眉尻側指標部２３は、それぞれ線状（直線状又は曲線状）に延在している。
　眉頭側位置合わせ部２２と眉尻側指標部２３とは、間に眉山位置合わせ部２１を挟んで
相互に隣接しており、且つ、眉山位置合わせ部２１を境界部として相互に折れ曲がってい
る。
　なお、装着部２６の軸心（軸心方向）に対する眉尻側指標部２３の傾斜角度は、装着部
２６の軸心（軸心方向）に対する眉頭側位置合わせ部２２の傾斜角度よりも大きい。すな
わち、化粧料塗布具１０の本体部１６の軸心に対する眉尻側指標部２３の傾斜角度は、本
体部１６の軸心に対する眉頭側位置合わせ部２２の傾斜角度よりも大きい。
【００２６】
　本実施形態の場合、板状部材２５は、装着部２６よりも先端側に突出している先端側部
分２５１と、装着部２６よりも基端側に突出している基端側部分２５２と、を含んでいる
。
　一例として、眉山位置合わせ部２１及び眉尻側指標部２３は先端側部分２５１に形成さ
れており、眉頭側位置合わせ部２２は、先端側部分２５１から基端側部分２５２に亘って
形成されている。
　ここで、先端側部分２５１の先端部２５１ａは、先端側部分２５１の基端部よりも装着
部２６の軸心の近くに配置されている。これにより、眉描用アタッチメント２０を誤って
逆向きにしてペンシル部１２に嵌めようとした場合、先端部２５１ａがペンシル部１２の
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外周面と干渉してしまい、ペンシル部１２を眉描用アタッチメント２０に差し込むことが
できないようになっている。よって、眉描用アタッチメント２０に対してペンシル部１２
を正しい向きで差し込むことが容易となっている。
【００２７】
　本実施形態の場合、板状部材２５の板面は、装着部２６及び本体部１６の軸心に沿って
配置されている。一例として、図２（ｂ）に示すように、平面視において板状部材２５は
、本体部１６の軸心に沿って配置されており、板状部材２５の板面の両側に本体部１６並
びに装着部２６の一部分ずつが存在するようになっている。これにより、板状部材２５の
存在による眉描具１００の嵩張りが抑制されている。
【００２８】
　板状部材２５を含む眉描用アタッチメント２０は、例えば、透明な材料により構成され
ている。ただし、板状部材２５において、眉頭側位置合わせ部２２及び眉尻側指標部２３
に沿う部分は、それぞれ着色された着色部２２ａ、２３ａとなっている。着色部２２ａと
着色部２３ａとは、例えば相互に連続的に形成されており、１つの眉を模した形状となっ
ている。
　なお、着色部２２ａと着色部２３ａとが模している眉の形状は、実際の眉５０よりも細
いことも好ましい。このようにすることにより、板状部材２５を通して眉５０の一部分を
視認しながら眉５０に対して板状部材２５を位置合わせできるため、眉５０に対する板状
部材２５の位置合わせが容易となる。
【００２９】
　眉描用アタッチメント２０は、更に、眉山位置合わせ部２１の位置を示す眉山指標部２
４を備えている。本実施形態の場合、眉山指標部２４も板状部材２５に形成されている。
一例として、眉山指標部２４は、眉山位置合わせ部２１の位置を示す矢印と、「眉山」と
の文字情報と、を含んでいる。眉山指標部２４は、例えば、着色部２２ａ、２３ａと同様
に板状部材２５が着色されることにより構成されている。
【００３０】
　上記のように、眉描用アタッチメント２０は、装着部２６に形成された差込孔２６ａに
化粧料塗布具１０の先端部であるペンシル部１２が差し込まれることによって、化粧料塗
布具１０に装着されるようになっている。
　ここで、眉描用アタッチメント２０は、差込孔２６ａに化粧料塗布具１０の先端部であ
るペンシル部１２が差し込まれた状態で、ペンシル部１２の軸周りにおいてペンシル部１
２に対して眉描用アタッチメント２０が回転することを規制する回転規制部として、位置
決め用突起２７（図４（ａ）、図５（ｂ））を備えている。位置決め用突起２７は、例え
ば、装着部２６の後端から後方に突出している。
　一方、図６（ａ）、図６（ｃ）及び図６（ｄ）に示すように、化粧料塗布具１０の本体
部１６の回転部１３の先端には、位置決め用突起２７と係合することによって、回転部１
３に対して眉描用アタッチメント２０が回転してしまうことを規制する位置決め用凹部１
７が形成されている。
　化粧料塗布具１０と眉描用アタッチメント２０との回転角度を位置合わせした状態で、
装着部２６の後端がペンシル部１２と回転部１３との境界部の段差に突き当たるまでペン
シル部１２を装着部２６に差し込むことにより、位置決め用突起２７と位置決め用凹部１
７とを係合させて、眉描用アタッチメント２０を化粧料塗布具１０に装着することができ
るようになっている。
【００３１】
　ここで、図２（ａ）に示すように、眉山位置合わせ部２１と眉頭側位置合わせ部２２と
を結ぶ直線を第１直線Ｌ１とし、眉山位置合わせ部２１を中心として第１直線Ｌ１とのな
す角度αが１２０°以上１６５°以下の直線を第２直線Ｌ２とする。
　すると、塗布部であるペンシル芯１１の先端１１ａは、第２直線Ｌ２上の位置であって
、且つ、眉山位置合わせ部２１からの距離Ｄが１６ｍｍ以上２６ｍｍ以下（２１ｍｍ±５
ｍｍ）の位置に配置される。
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　すなわち、化粧料塗布具１０に対して眉描用アタッチメント２０を装着することにより
、このような位置関係が成立するようになっている。
　一例として、角度αは１５０°であり、距離Ｄは２１ｍｍであることが挙げられる。
　なお、眉頭側位置合わせ部２２は、第１直線Ｌ１に沿って配置され、眉尻側指標部２３
は、第２直線Ｌ２に沿って配置されている。
【００３２】
　ここで、図７を参照して、理想的な眉尻５４の位置の一例を説明する。図７には、化粧
前の眉５０を示している。眉山５１とは、ヒトの目３０の瞳３１（黒目）と目尻３２との
間の部分の上方に位置している眉５０の最も高い部分（頂点）であり、例えば、目尻３２
の上方位置などに存在している。
　理想的な眉尻５４の位置は、眉山５１の位置を中心として、眉山５１と眉頭５２側にお
ける眉５０の上縁５２ａとを結ぶ直線Ｌ１１とのなす角度が上記α（１２０°以上１６５
°以下）の直線Ｌ１２上の位置であって、眉山５１からの距離が上記Ｄ（１６ｍｍ以上２
６ｍｍ以下）の位置と考えられる。
　このため、本実施形態に係る眉描具１００及び眉描用アタッチメント２０は、眉山位置
合わせ部２１と眉頭側位置合わせ部２２とを眉山５１及び上縁５２ａに対してそれぞれ位
置合わせすることにより、塗布部であるペンシル芯１１の先端１１ａが理想的な眉尻５４
の位置に配置されるように構成されている。
　ここで、本発明者等が多数のメイクアップアーティストの塗布した眉山から眉尻の形状
を分析したところ、理想的な眉尻５４の位置は、眉山５１からの距離がおよそ２１ｍｍの
位置であるとともに、上記αの最適な角度はおよそ１５０°であることを見出している。
【００３３】
　次に、本実施形態に係る化粧方法を説明する。この化粧方法は、ユーザが日常的に自ら
化粧する方法に加え、例えば、化粧サロン、美容院などにおいて、上述の眉描具１００を
用いて、メイクアップアーティストや美容師などの施術者が被化粧者（眉５０が描かれる
者）に対して化粧を行う方法、又は、施術者が被化粧者に化粧をさせる方法である。この
化粧方法は、眉山位置合わせ部２１を眉山５１に対して位置合わせするとともに、眉頭側
位置合わせ部２２を眉山５１よりも眉頭５２側における眉の上縁５２ａに対して位置合わ
せする工程と、顔に対する眉山位置合わせ部２１の位置を維持しながら、塗布部（ペンシ
ル芯１１の先端１１ａ）により化粧料を塗布することによって、眉尻５４を描く工程と、
を備えている。
　以下、詳細に説明する。
【００３４】
　先ず、ユーザが手で眉描具１００を持ち、図８（ａ）に示すように、眉山位置合わせ部
２１を眉山５１に対して位置合わせするとともに、眉頭側位置合わせ部２２を上縁５２ａ
に対して位置合わせする。ここで、板状部材２５には眉山指標部２４が形成されているた
め、ユーザは、眉山５１に対して位置合わせすべき眉山位置合わせ部２１の位置を容易に
認識することができる。
　また、板状部材２５には、眉を模した着色部２２ａ、２３ａが形成されているため、ユ
ーザとしては、板状部材２５をどのようにして眉５０に対して位置合わせすれば良いのか
を理解しやすい。
　また、板状部材２５における着色部２２ａ、２３ａ及び眉山指標部２４以外の部分は透
明となっているため、眉描用アタッチメント２０を眉５０に対して適切に位置合わせしや
すい。
【００３５】
　次に、顔に対する眉山位置合わせ部２１の位置を維持（なるべく維持）しながら、塗布
部（ペンシル芯１１の先端１１ａ）により化粧料を塗布する。すなわち、例えば、ペンシ
ル芯１１の先端１１ａと板状部材２５における眉山位置合わせ部２１の近傍の部位とを支
点として、眉描具１００の基端側を顔から離間させて、眉描具１００を顔に対して立てる
。これにより、ペンシル芯１１の先端１１ａを顔（つまり眉尻５４となる位置）に接触さ
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せる。このとき、本体部１６を指先で転がすことにより、先端１１ａを回転させながら顔
に押しつけることができるため、化粧料をより確実に塗布することができる。
　こうして、図８（ｂ）に示すように、眉尻５４を描くことができる。
【００３６】
　次に、眉尻５４と実眉尻５３との間の部分（図８（ｃ）に示す追加部５５）にもペンシ
ル芯１１などを用いて化粧料を塗布する。こうして、眉５０における眉尻５４側の部分を
、容易に且つ理想的な形状に描くことができる。
　その後は、必要に応じて、更に化粧料を塗布することによって、眉頭５２側の部分を含
む眉５０の全体の形状を整える。
　以上により、理想的な形状の眉５０を容易に描くことができる。
【００３７】
　以上のような第１の実施形態によれば、眉描具１００は、化粧料を塗布する塗布部（ペ
ンシル芯１１の先端１１ａ）と、眉山５１に対して位置合わせされる眉山位置合わせ部２
１と、眉山５１よりも眉頭５２側における眉５０の上縁５２ａに対して位置合わせされる
眉頭側位置合わせ部２２と、を備えている。そして、眉山位置合わせ部２１を眉山５１に
対して位置合わせするとともに、眉頭側位置合わせ部２２を上縁５２ａに対して位置合わ
せした状態において、眉尻５４の位置に塗布部が配置されるように構成されている。
　よって、理想的な眉尻５４の位置に化粧料を塗布する作業を容易に行うことができる。
換言すれば、眉尻５４の位置を容易に決定することができる。
　なお、眉尻５４以外の位置や形状については、自由にアレンジすることができるため、
眉５０を高い自由度で描くことができる。
【００３８】
　ここで、眉山位置合わせ部２１と眉頭側位置合わせ部２２とを結ぶ直線を第１直線Ｌ１
とすると、塗布部（ペンシル芯１１の先端１１ａ）は、眉山位置合わせ部２１を中心とし
て第１直線Ｌ１とのなす角度が１２０°以上１６５°以下の第２直線Ｌ２上の位置であっ
て、且つ、眉山位置合わせ部２１からの距離が１６ｍｍ以上２６ｍｍ以下の位置に配置さ
れている構造とすることにより、理想的な位置に眉尻５４を描くことができる。
【００３９】
　また、眉描具１００は、眉山位置合わせ部２１及び眉頭側位置合わせ部２２がそれぞれ
眉山５１及び上縁５２ａに対して位置合わせされた状態で眉山５１よりも眉尻５４側にお
ける眉５０に沿って配置される眉尻側指標部２３を更に備える。このため、眉描具１００
が眉山位置合わせ部２１、眉頭側位置合わせ部２２及び眉尻側指標部２３のうち眉山位置
合わせ部２１と眉頭側位置合わせ部２２だけを備えている場合と比べて、ユーザは眉描具
１００をどのようにして眉５０に対して位置合わせすれば良いのかを容易に理解すること
ができる。
【００４０】
　また、眉描具１００は（化粧料塗布具１０は）、棒状の本体部１６を備え、眉頭側位置
合わせ部２２及び眉尻側指標部２３の各々は、線状に延在しており、本体部１６の軸心に
対する眉尻側指標部２３の傾斜角度は、本体部１６の軸心に対する眉頭側位置合わせ部２
２の傾斜角度よりも大きい。このため、本体部１６の軸方向が水平となるようにして眉描
具１００を持った状態で、眉頭側位置合わせ部２２及び眉尻側指標部２３を自然に眉５０
にあてがうことにより、容易に、眉頭側位置合わせ部２２を上縁５２ａに沿って配置でき
るとともに、眉尻側位置合わせ部２３を眉山５１よりも実眉尻５３側における眉５０に沿
って配置することができる。
【００４１】
　また、眉描具１００は、眉山位置合わせ部２１と眉頭側位置合わせ部２２とが形成され
た板状部材２５を備えるため、板状部材２５を眉５０に沿って位置合わせすることにより
、容易に、眉頭側位置合わせ部２２を上縁５２ａに沿って配置できるとともに、眉尻側位
置合わせ部２３を眉山５１よりも実眉尻５３側における眉５０に沿って配置することがで
きる。
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【００４２】
　また、眉描具１００は、眉山位置合わせ部２１の位置を示す眉山指標部２４を備えるの
で、ユーザは、どの部分が眉山位置合わせ部２１であるのかを容易に認識することができ
る。
【００４３】
　また、眉描用アタッチメント２０は、差込孔２６ａに化粧料塗布具１０の先端部（ペン
シル部１２）が差し込まれた状態で、当該先端部の軸周りにおいて当該先端部に対して当
該眉描用アタッチメント２０が回転することを規制する回転規制部（例えば位置決め用突
起２７）を有する。よって、眉描用アタッチメント２０が意図せず化粧料塗布具１０に対
して回転してしまうことを抑制できるため、眉尻５４に化粧料を塗布する作業を安定して
行うことが可能である。
【００４４】
　〔第２の実施形態〕
　次に、図９（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）を参照して第２の実施形態を説明する。
　本実施形態に係る眉描具１００は、以下に説明する点で、上記の第１の実施形態に係る
眉描具１００と相違し、その他の点では、上記の第１の実施形態に係る眉描具１００と同
様に構成されている。
【００４５】
　本実施形態の場合、眉描用アタッチメント２０の装着部２６は、それぞれ筒状で且つ互
いに同軸に配置されている先端側部分６１と基端側部分６２とを備えて構成されている。
　先端側部分６１の内周形状は、先細のテーパー状に形成されている。基端側部分６２は
、例えば、軸方向における位置にかかわらず内径が一定に形成されている。なお、基端側
部分６２の内径は、先端側部分６１の内径と同等以上に設定されている。
　先端側部分６１には、化粧料塗布具１０の本体部１６の先端部１６ａのうち、先端側の
部分が差し込まれ、基端側部分６２は、先端部１６ａのうち、基端側の部分が差し込まれ
る。
【００４６】
　上記の第１の実施形態では、板状部材２５の板面は、装着部２６及び本体部１６の軸心
に沿って配置されている。図２（ｂ）に示すように、平面視において、板状部材２５は本
体部１６の軸心に沿って配置されており、板状部材２５の板面の両側に本体部１６並びに
装着部２６の一部分ずつが存在するようになっている。
　これに対し、本実施形態の場合、板状部材２５の板面は、特に図９（ｃ）にて明らかな
ように装着部２６及び本体部１６の軸心に対して交差しており、且つ、板状部材２５の板
面の片側に本体部１６及び装着部２６が存在するようになっている。すなわち、板状部材
２５は、先端側ほど装着部２６及び本体部１６の軸心に近づき、基端側ほど当該軸心から
遠ざかっている。
　板状部材２５の先端部が先端側部分６１に対して接合されていることにより板状部材２
５の先端部と先端側部分６１とが近接しているのに対し、板状部材２５の基端部と基端側
部分６２との間には支柱部６５が介在していることにより、板状部材２５の基端部と基端
側部分６２とが離間している。
　このように板状部材２５の板面が装着部２６及び本体部１６の軸心に対して交差してい
て、且つ、板状部材２５の板面の片側に本体部１６が存在することにより、板状部材２５
を顔の眉５０の部分にあてがう際に本体部１６が邪魔にならず、板状部材２５を顔の眉５
０の部分に対して密着してあてがうこと（実質的に面接触させること）が可能となる。よ
って、板状部材２５を眉５０の部分に対してぐらつきなく安定的にフィットさせることが
できる。
　また、板状部材２５を顔の眉５０の部分にあてがった際において、ペンシル芯１１の先
端１１ａと顔とがより近接した状態となるため、先端１１ａによって化粧料を塗布する作
業を、より容易に、且つ、より適切な位置に対して行うことが可能となる。
【００４７】
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　また、図９（ｂ）に示すように、板状部材２５を正面視したときの上下の稜線の各々に
、眉山位置合わせ部２１、眉頭側位置合わせ部２２及び眉尻側指標部２３が形成されてい
る。板状部材２５を正面視したときの上下の稜線は、上下対称となっている。
　このため、板状部材２５を正面視したときの上下の稜線のうち、左又は右の眉に沿った
稜線に形成された方の眉山位置合わせ部２１、眉頭側位置合わせ部２２及び眉尻側指標部
２３を、眉山５１、上縁５２ａ、眉山５１よりも実眉尻５３側における眉５０に対してそ
れぞれ合わせて配置することができる。よって、例えば、片方の手を使って左右の眉５０
を描く際に上下の稜線を使い分けたり、左右の手でそれぞれ左右の眉５０を描く際に上下
の稜線を使い分けたりすることなどが可能である。
【００４８】
　板状部材２５は、例えば、図９（ｂ）に示すように、正面視において六角形状となって
おり、上下の稜線は、この六角形状の２つずつの辺により構成されている。
　なお、板状部材２５は、当該板状部材２５の基端部から先端部に亘って架設された梁状
の補強部６３と、補強部６３の上側と下側とにそれぞれ形成された開口６４と、を有して
いる。このように板状部材２５には開口６４が形成されているため、開口６４を通して眉
５０を視認しながら、眉山位置合わせ部２１、眉頭側位置合わせ部２２及び眉尻側指標部
２３を、眉山５１、上縁５２ａ、眉山５１よりも実眉尻５３側における眉５０に対してそ
れぞれ合わせて配置することができる。よって、これらの配置作業がより容易となる。
【００４９】
　〔第３の実施形態〕
　次に、図１０（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）を参照して第３の実施形態を説明する。
　本実施形態に係る眉描用アタッチメント２０は、以下に説明する点で、上記の第１の実
施形態に係る眉描用アタッチメント２０と相違し、その他の点では、上記の第１の実施形
態に係る眉描用アタッチメント２０と同様に構成されている。
　また、本実施形態に係る眉描具は、本実施形態に係る眉描用アタッチメント２０を備え
ている点で、上記の第１の実施形態に係る眉描具１００と相違し、その他の点では、上記
の第１の実施形態に係る眉描具１００と同様に構成されている。
【００５０】
　本実施形態の場合、眉描用アタッチメント２０は、装着部２６の前端部と基端部とから
それぞれ立設された支柱部７１、７２と、支柱部７１、支柱部７２によって支持されてい
る本体片７０と、を備えている。本体片７０と装着部２６との間には、開口７３が形成さ
れている。
　図１０（ａ）に示すように、本体片７０を正面視したときの形状は、上記の第１の実施
形態における眉描用アタッチメント２０の上縁と同等の形状となっている。
　本体片７０は、眉山位置合わせ部２１と、眉頭側位置合わせ部２２と、眉尻側指標部２
３と、を備えている。
【００５１】
　本実施形態の場合も、眉描用アタッチメント２０には開口７３が形成されているため、
開口７３を通して眉５０を視認しながら、眉描用アタッチメント２０を眉５０に対して位
置合わせすることができる。
【００５２】
　また、眉山位置合わせ部２１は、例えば、支柱部７１の先端と対応する位置に配置され
ていることが好ましい。このようにすることにより、支柱部７１の左右位置を眉山５１に
対して位置合わせすることによって、容易に、眉山位置合わせ部２１を眉山５１に対して
位置合わせすることができる。
　本実施形態の場合、支柱部７１は、眉山位置合わせ部２１の位置を示す眉山指標部とし
ての機能を兼ねている。
　更に、眉山位置合せ部２１は、装着部２６、ペンシル部１２と平面視で同等の幅となっ
ており、眉山位置合せ部２１を眉側に傾けることなく眉山５１に密着させることができる
。
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【００５３】
　〔第４の実施形態〕
　次に、図１１（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び（ｄ）を参照して第４の実施形態を説明する
。
　本実施形態に係る眉描具１００は、以下に説明する点で、上記の第１の実施形態に係る
眉描具１００と相違し、その他の点では、上記の第１の実施形態に係る眉描具１００と同
様に構成されている。
【００５４】
　図１１（ａ）に示すように、本実施形態の場合、眉描用アタッチメント２０は、本体部
１６の先端部に、本体部１６と同軸に設けられている。このため、眉描用アタッチメント
２０の存在による眉描具１００の嵩張りが抑制されている。
　なお、本実施形態では、以下に説明する眉描用アタッチメント２０が本体部１６に対し
て着脱可能であるものとして説明するが、以下に説明する眉描用アタッチメント２０と同
等の構造のものが本体部１６に対して固定的に設けられていても良い。
【００５５】
　図１１（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）に示すように、眉描用アタッチメント２０は、板状では
なく、当該眉描用アタッチメント２０の軸周り（本体部１６の軸周りでもある）における
回転対称形となっている。例えば、眉描用アタッチメント２０は、４回対称形の紡錘形状
となっている。
　眉描用アタッチメント２０の軸周りにおける４箇所には、それぞれ眉山位置合わせ部２
１、眉頭側位置合わせ部２２及び眉尻側指標部２３が形成されている。このため、ユーザ
は、眉描具１００を手で持ったときに使いやすい位置にある眉山位置合わせ部２１、眉頭
側位置合わせ部２２及び眉尻側指標部２３を選んで使うことができる。
　また、眉描用アタッチメント２０を顔の眉５０の部分に対して密着してあてがうこと（
実質的に面接触させること）が可能となる。よって、眉描用アタッチメント２０を眉５０
の部分に対してぐらつきなく安定的にフィットさせることができる。そして、眉描用アタ
ッチメント２０の外面を顔の眉５０の部分にフィットさせた状態で、眉描具１００を顔に
対して立てることにより、ペンシル芯１１の先端１１ａを眉尻５４となる位置に接触させ
ることができる。
【００５６】
　〔第５実施形態〕
　次に、図１２（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）を参照して第５の実施形態を説明する。
　本実施形態に係る眉描具１００は、以下に説明する点で、上記の第１の実施形態に係る
眉描具１００と相違し、その他の点では、上記の第１の実施形態に係る眉描具１００と同
様に構成されている。
【００５７】
　本実施形態の場合、板状部材２５が装着部２６に対して回転可能となっている。
　例えば、装着部２６には、当該装着部２６の外周面から径方向外方に突出した支軸８２
が形成されている。
　また、板状部材２５の一端部には、支軸８２に軸支される被軸支部８１が形成されてい
る。被軸支部８１には、支軸８２が挿通される軸支孔８１ａが、当該被軸支部８１を貫通
して形成されている。なお、軸支孔８１ａの軸方向は、板状部材２５の長手方向に対して
交差する方向となっており、より具体的には、例えば、眉頭側位置合わせ部２２の長手方
向に対して直交する方向となっている。
　被軸支部８１の側部には、軸支孔８１ａの軸方向に亘って延在するスリット８１ｂが形
成されており、被軸支部８１の側方からスリット８１ｂを介して軸支孔８１ａ内に支軸８
２を押し込むことができるようになっている。
　また、支軸８２の先端部である頭部８２ａは、軸支孔８１ａの外部に位置しているとと
もに軸支孔８１ａの内径よりも大径に形成されており、被軸支部８１が支軸８２の先端側
に脱落してしまうことが規制されている。
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【００５８】
　なお、装着部２６の内周形状は、先細のテーパー状に形成されている。装着部２６は、
例えば、ペンシル部１２の先端部に装着されるようになっている。
【００５９】
　本実施形態の場合も、板状部材２５には、眉山位置合わせ部２１、眉頭側位置合わせ部
２２、眉尻側指標部２３及び眉山指標部２４が形成されている。なお、眉山指標部２４は
、眉山位置合わせ部２１を指し示す矢印を含んでいなくても良い。
【００６０】
　本実施形態の場合、板状部材２５が装着部２６に対して回転可能に設けられているため
、装着部２６に対する板状部材２５の回転角度を自由に調節することができる。よって、
例えば、片方の手を使って左右の眉５０を描く際に装着部２６に対する板状部材２５の回
転角度を調節することにより、眉５０に対する板状部材２５の位置合わせする作業や、化
粧料を塗布する作業を容易に行うことができる。
【００６１】
　本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的が達成される限りに
おける種々の変形、改良等の態様も含む。各実施形態において説明された事項は適宜、他
の実施形態に適用することが可能である。
【００６２】
　上記実施形態は、以下の技術思想を包含するものである。
＜１＞眉尻となる位置に化粧料を塗布して前記眉尻を描くための眉描具であって、前記化
粧料を塗布する塗布部と、眉山に対して位置合わせされる眉山位置合わせ部と、前記眉山
よりも眉頭側における眉の上縁に対して位置合わせされる眉頭側位置合わせ部と、を備え
、前記眉山位置合わせ部を前記眉山に対して位置合わせするとともに、前記眉頭側位置合
わせ部を前記上縁に対して位置合わせした状態において、前記眉尻の位置に前記塗布部が
配置されるように構成されている眉描具。
＜２＞前記位置合わせした状態において前記眉山よりも眉尻側における眉に沿って配置さ
れる眉尻側指標部を更に備える＜１＞に記載の眉描具。
＜３＞棒状の本体部を備え、前記眉頭側位置合わせ部及び前記眉尻側指標部の各々は、線
状に延在しており、前記本体部の軸心に対する前記眉尻側指標部の傾斜角度は、前記本体
部の軸心に対する前記眉頭側位置合わせ部の傾斜角度よりも大きい＜２＞に記載の眉描具
。
＜４＞前記眉山位置合わせ部と前記眉頭側位置合わせ部とが形成された板状部材を備える
＜１＞から＜３＞のいずれか一項に記載の眉描具。
＜５＞前記眉山位置合わせ部の位置を示す眉山指標部を備える＜１＞から＜４＞のいずれ
か一項に記載の眉描具。
＜６＞化粧料を塗布する塗布部と、眉山に対して位置合わせされる眉山位置合わせ部と、
前記眉山よりも眉頭側における眉の上縁に対して位置合わせされる眉頭側位置合わせ部と
、を備え、前記眉山位置合わせ部と前記眉頭側位置合わせ部とを結ぶ直線を第１直線とす
ると、前記塗布部は、前記眉山位置合わせ部を中心として前記第１直線とのなす角度が１
２０°以上１６５°以下の第２直線上の位置であって、且つ、前記眉山位置合わせ部から
の距離が１６ｍｍ以上２６ｍｍ以下の位置に配置されている眉描具。
＜７＞化粧料を塗布する塗布部を備える化粧料塗布具に装着されて、眉尻となる位置に前
記化粧料を塗布して前記眉尻を描く作業を補助する眉描用アタッチメントであって、前記
化粧料塗布具に対して装着される装着部と、眉山に対して位置合わせされる眉山位置合わ
せ部と、前記眉山よりも眉頭側における眉の上縁に対して位置合わせされる眉頭側位置合
わせ部と、を備え、前記眉山位置合わせ部を前記眉山に対して位置合わせするとともに、
前記眉頭側位置合わせ部を前記上縁に対して位置合わせした状態において、前記眉尻の位
置に前記塗布部が配置されるように構成されている眉描用アタッチメント。
＜８＞前記装着部に形成された差込孔に前記化粧料塗布具の先端部が差し込まれることに
よって、前記化粧料塗布具に装着されるようになっており、当該眉描用アタッチメントは
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、前記差込孔に前記化粧料塗布具の前記先端部が差し込まれた状態で、当該先端部の軸周
りにおいて当該先端部に対して当該眉描用アタッチメントが回転することを規制する回転
規制部を有する＜７＞に記載の眉描用アタッチメント。
＜９＞＜１＞から＜８＞のいずれか一項に記載の眉描具を用いて化粧を行う方法であって
、前記眉山位置合わせ部を前記眉山に対して位置合わせするとともに、前記眉頭側位置合
わせ部を前記眉山よりも前記眉頭側における眉の上縁に対して位置合わせする工程と、顔
に対する前記眉山位置合わせ部の位置を維持しながら、前記塗布部により前記化粧料を塗
布することによって、前記眉尻を描く工程と、　を備える化粧方法。
【符号の説明】
【００６３】
１０　化粧料塗布具
１１　ペンシル芯
１１ａ　先端（塗布部）
１２　ペンシル部（先端部）
１３　回転部
１４　第１キャップ
１５　第２キャップ
１６　本体部
１６ａ　先端部
１７　位置決め用凹部
２０　眉描用アタッチメント
２１　眉山位置合わせ部
２２　眉頭側位置合わせ部
２２ａ　着色部
２３　眉尻側指標部
２３ａ　着色部
２４　眉山指標部
２５　板状部材
２５１　先端側部分
２５１ａ　先端部
２５２　基端側部分
２６　装着部
２６ａ　差込孔
２６ｂ　スリット
２７　位置決め用突起（回転規制部）
３０　目
３１　瞳
３２　目尻
５０　眉
５１　眉山
５２　眉頭
５２ａ　上縁
５３　実眉尻
５３ａ　上縁
５４　眉尻
５５　追加部
６１　先端側部分
６２　基端側部分
６３　補強部
６４　開口
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６５　支柱部
７０　本体片
７１、７２　支柱部
７３　開口
８１　被軸支部
８１ａ　軸支孔
８１ｂ　スリット
８２　支軸
８２ａ　頭部
１００　眉描具

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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