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(57)【要約】
　消費財用の容器は、ボックスと、ヒンジ線に沿ってボ
ックスにヒンジ付けされかつ開位置と閉位置の間でヒン
ジ線の周りを旋回可能なリッドとを有する外側ハウジン
グとを備える。さらに、容器は、リッドが開位置にある
時に消費財を取り出すための出し入れ口を備えた、外側
ハウジング内の消費財の内側パッケージを備える。容器
はさらに、出し入れ口を塞ぐ再封可能フラップと、再封
可能フラップの表面上、リッドの表面上、または両方の
上に提供された少なくとも一つの活性化可能な接着要素
とを備える。接着要素は選択的に活性化でき、開口部リ
ッドが開かれると再封可能フラップが内側パッケージか
ら持ち上げられ、少なくとも部分的に出し入れ口が見え
るようになるように、再封可能フラップは活性化された
接着要素により、リッドに取り付けることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　消費財のための容器であって、
　　外側ハウジングであって、
　　　ボックスと、
　　　ヒンジ線に沿って前記ボックスにヒンジ付けされかつ開位置と閉位置の間で前記ヒ
ンジ線の周りを旋回可能なリッドと、
　　前記外側ハウジングの前記リッドが開位置にある時にそれを通して消費財を取り出せ
る出し入れ口を備えた、前記外側ハウジング内にある消費財の内側パッケージと、
　　前記内側パッケージの前記出し入れ口を塞ぐための再封可能フラップとを備え、
　　前記容器が、前記再封可能フラップの表面上、前記リッドの表面上、または両方の上
に提供された少なくとも一つの活性化可能な接着要素を備え、かつ
　　少なくとも一つの接着要素が選択的に活性化でき、前記再封可能フラップが、前記リ
ッドを開くことで前記再封可能フラップが前記内側パッケージから持ち上げられて少なく
とも部分的に前記出し入れ口が見えるようになるように、少なくとも一つの活性化された
前記接着要素により、前記リッドに取り付けることができる、容器。
【請求項２】
　前記フラップが少なくとも部分的に前記パッケージの残りの部分から分離され、また前
記パッケージの前記残りの部分から分離される際に、前記フラップが開位置と閉位置の間
でヒンジ線の周りを旋回可能なように、前記フラップが前記内側パッケージ内の分離線に
よって画定される、請求項１に記載の容器。
【請求項３】
　前記フラップが、前記内側パッケージの前記出し入れ口を覆い、かつ前記内側パッケー
ジの前記出し入れ口の周辺部を越えて延びる、再封可能部分を備える、請求項１に記載の
容器。
【請求項４】
　前記再封可能部分が自己接着性再封可能ステッカーとして提供され、また前記自己接着
性再封可能ステッカーが、前記自己接着性再封可能ステッカーの前記内部表面の第一の領
域上に提供される取り外し可能な接着剤によって、少なくとも部分的に前記内側パッケー
ジに剥離可能に取り付けられる、請求項３に記載の容器。
【請求項５】
　前記少なくとも一つの活性化可能な接着要素が前記リッドの前記内部表面上に提供され
る、請求項１～４のいずれか１項に記載の容器。
【請求項６】
　前記少なくとも一つの活性化可能な接着要素が前記再封可能フラップの前記外側表面上
に提供される、請求項１～５のいずれか１項に記載の容器。
【請求項７】
　前記少なくとも一つの活性化可能な接着要素が前記内側パッケージには取り付けられて
いない前記再封可能フラップの前記内部表面の一部上に提供される、請求項３に記載の容
器。
【請求項８】
　前記少なくとも一つの活性化可能な接着要素が裏当て材の層により保護され、かつ前記
裏当て材の層を取り外して前記少なくとも一つの接着要素を露出させ、それによって活性
化させることができる、請求項１～７のいずれか１項に記載の容器。
【請求項９】
　前記少なくとも一つの活性化可能な接着要素が感圧性接着剤、感湿性接着剤または熱活
性化可能な接着剤のうち少なくとも一つである、請求項１～７のいずれか１項に記載の容
器。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つの活性化可能な接着要素が永久的な接着要素である、請求項１～９
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のいずれか１項に記載の容器。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の容器であって、前記内側パッケージが前記外側
ハウジングによって内部的に画定される容積の第一の部分内に受けられ、
　また、前記容器が前記第一の容積部分に隣接した前記外側ハウジングによって内部的に
画定される前記容積の第二の部分内に消費財のさらなる内側パッケージを含み、前記さら
なる内側パッケージが、前記外側ハウジングの前記リッドが前記開位置にある時にそれを
通して消費財が取り出せる出し入れ口と、前記さらなる内側パッケージの前記出し入れ口
を塞ぐ再封可能フラップとを備えた、容器。
【請求項１２】
　前記第二の容積部分内にある前記さらなる内側パッケージの前記再封可能フラップが、
前記外側ハウジングの前記リッドに永久的に取り付けられる、請求項１１に記載の容器。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載の容器であって、前記さらなる内側パッケージの前記再封
可能フラップが、前記さらなる内側パッケージの前記出し入れ口を覆う自己接着性再封可
能ステッカーを備え、かつ前記さらなる内側パッケージの前記出し入れ口の前記周辺部を
越えて延び、
　また、前記自己接着性再封可能ステッカーが、前記自己接着性再封可能ステッカーの前
記内部表面の第一の領域上に提供された取り外し可能接着剤によって、少なくとも部分的
に前記さらなる内側パッケージに剥離可能に取り付けられる、容器。
【請求項１４】
　前記容器が前記外側ハウジングによって内部的に画定される前記容積の前記第一の部分
と前記第二の部分を少なくとも部分的に分離する分画要素を備える、請求項１１～１３の
いずれか１項に記載の容器。
【請求項１５】
　前記容器が、前記２つのリッドの隣接した側壁が、前記２つの容積ならびに前記２つの
容積内に受けられる前記第一および前記さらなる内側パッケージを分離する分画要素を画
定するように、２つの明確な独立的に旋回可能なリッドを備え、そのそれぞれがそれぞれ
の前記第一および第二の容積部分の一つを閉じる、請求項１１～１３のいずれか１項に記
載の容器。
【請求項１６】
　前記消費財が喫煙物品である、請求項１～１５のいずれか１項に記載の容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外側ヒンジ・リッドボックスと、外側ヒンジ・リッドボックス内にある消費
財の内側パッケージを備えた消費財用の容器に関連する。特に、本発明の容器には、細長
い消費財用の容器として用途がある。
【背景技術】
【０００２】
　紙巻たばこおよび葉巻たばこなどの喫煙物品は通常、剛直なヒンジ・リッド容器内にパ
ッケージされる。ボックス内に収容されている喫煙物品の束は通常、金属化紙、金属箔ま
たはその他の柔軟なシート材料の内側ライナー、またはパッケージ内に封じられる。内側
ライナー内の喫煙物品の束にアクセスするには、消費者は、ヒンジ・リッド容器を初めて
開封する際に、内側ライナーの上部を取り外すことになる。密封された状態の内側パッケ
ージは、パッケージ内部の商品が少なくとも容器を初めて開くまで新鮮な状態に保たれて
いるという証明として消費者に認識されている。
【０００３】
　その他の容器は、例えばＷＯ－Ａ－２００８／１４２５４０号から周知であり、ここで
喫煙物品は、カバーフラップの下側に塗布された非乾燥接着剤を使用して内側パッケージ
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に解除できるように取り付けられたカバーフラップによって、取り外しできるように閉じ
られた抽出開口部を持つ内側パッケージ内に封じ込められている。これにより、内側パッ
ケージは再び封じることができるようになる。こうしたパッケージはヒンジ・リッド容器
内に配置されうる。リッドの開閉によってカバーフラップの同時の開閉が起こり、抽出開
口部が反復的に見えたり覆われたりできるように、カバーフラップの一部分はリッドの前
部壁の内部表面に永久的かつ取り外しできないように糊付けされることもできる。
【０００４】
　こうした再封可能容器の製造は、正確な量の糊がリッドの内部表面の所定の部分に塗布
される必要があるため、かなり複雑なものとなることもある。さらに、容器を作製するた
めのパック用装置は、接着ラベルを取り扱うように適合された手段を備える必要があるが
、これは接着ラベルの主要部分は、内側パッケージをシールするために抽出開口部を覆っ
て適用される一方で、接着ラベルの末端部分がリッドの内部表面に取り付けられるためで
ある。これにより、構造および操作の両方の観点からパッケージ用装置が複雑なものとな
る。さらに、開封機構の滑らかさおよび信頼性が、容器の使いやすさのために保証される
必要がある。この目的を達成するために、ラベルの主要部分がリッドに誤って接着されな
いようにすることが重要である。したがって、満足のいくスループットを確保する目的で
、高速で遂行される必要のある操作のために正確さが必要とされる。
【０００５】
　上述の欠点を克服する消費財用の容器を提供することが望ましい。さらに、それによっ
て消費者が初めて開封する前に容器の適切にシールされているかをチェックでき、かつあ
る程度、それによって消費者が容器の開閉機構を操作し、それをカスタム化できる消費財
用の容器を提供することが望ましい。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明によれば、外側ハウジングを備えた消費財用の容器が提供されている。外側ハウ
ジングは、ボックスと、ヒンジ線に沿ってボックスにヒンジ付けされかつ開位置と閉位置
の間でヒンジ線の周りを旋回可能なリッドとを備える。さらに、容器は外側ハウジング内
部に消費財の内側パッケージを備える。内側パッケージは、外側ハウジングのリッドが開
位置にある時に、それを通して消費財が取り出し可能な出し入れ口を備える。容器はさら
に、内側パッケージの出し入れ口を塞ぐための再封可能フラップを備える。さらに、容器
は、再封可能フラップの表面上、リッドの表面上または両方の上に提供された少なくとも
一つの活性化可能な接着要素を備える。少なくとも一つの接着要素は選択的に活性化でき
、再封可能フラップは、リッドを開くことで再封可能フラップが内側パッケージから持ち
上げられて少なくとも部分的に出し入れ口が見えるようになるように、少なくとも一つの
活性化された接着要素により、リッドに取り付けることができる。
【０００７】
　消費財が内側パッケージ内に提供され、出し入れ口が再封可能フラップによって塞がれ
ており、内側パッケージがヒンジ・リッドボックス内に受けられる周知の容器とは対照的
に、本発明による容器は、再封可能フラップ上、リッド上または両方の上に提供されてい
る活性化可能な接着要素を備える。言い換えれば、接着要素は、不活性または非活性化さ
れた状態（すなわち、非粘着性の状態）で消費者に供給されるが、再封可能フラップが接
着要素によってリッドに付着できるように活性化されうる。したがって、容器は、開封時
にリッドが再封可能フラップを内側パッケージの残りの部分から持ち上げ、それによって
出し入れ口を露出させて内側パッケージからの消費財の取り出しを許容するように、消費
者によって選択的に構成されうる。
【０００８】
　再封可能フラップとリッドとの間の結合は、消費者によって容器の使用時に行われ、容
器の製造時ではない。これにより、ブランクへの接着剤の正確な塗布、およびリッドへの
再封可能フラップの自動化された付着に関連して周知の容器で遭遇する大抵の問題が実質
的に除去されるため、製造工程プロセスが大いに簡略化される。したがって、有利なこと
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に、容器の製造が比較的迅速かつ容易になる。同時に、よりコスト効果が高く、あまり複
雑でないパッケージ用装置が使用できる。
【０００９】
　本発明による容器は、容器を初めて開封する時に内側パッケージのシールの品質を自ら
検証する機会を消費者に提供する。さらに、消費者には、有利なことに、フラップの開封
および再封を「自動的に」行うか、またはフラップの開封および再封を毎回手動で行うよ
うに、リッドと再封可能フラップとの間の結合を行うかどうかを選択する自由が与えられ
ている。
【００１０】
　さらに、消費者には、有利なことに、リッドと再封可能フラップとの間の結合を行う時
期を選択する機会が与えられている。従って、２つの（またはそれ以上の）束が同じヒン
ジ・リッドボックス内に別個のパッケージ内に提供されている時、消費者は、一定の状態
が満足されるまで、所定のパッケージを初めて開いてパッケージの再封可能フラップとリ
ッドとの間の接続を行うのを遅らせることを選択しうる。一例として、消費者は、パッケ
ージのシールを開封する前に、およびそのパッケージの開封および再封を「自動的に」す
る前に、別のパッケージ内に含まれているすべての消費財を使用し尽くすことを選択しう
る。これは、有利なことに、パッケージ内の消費財の「新鮮さ」を長期にわたり保存する
上で役立つ。
【００１１】
　従って、一般に、本発明は消費者にとって興味深く新しい使用の仕方に関連した容器を
提供する。これによって、有利なことに、風変りかつカスタム化可能で独特な製品がもた
らされうる。
【００１２】
　本明細書では、「活性化可能」という用語は、容器の別の構成要素に付着できないよう
に、消費者に非粘着性の状態で供給される接着要素を描写するために使用される。活性化
可能な接着要素は、別の構成要素に塗布するために粘着性のある状態にされるために、消
費者の側での何らかの形での活性化を必要とする。
【００１３】
　本明細書全体を通して、「選択的に活性化」という用語は、消費者が接着剤に対して活
性化（すなわち、状態変化）操作を実行することにより、非粘着性の状態から粘着性の状
態にするために選択できる接着要素を描写するために使用される。接着要素の性質および
構造に応じて、異なる活性化機構が可能である。活性化可能な接着要素は、別の表面との
接着要素の直接的連携が阻止されるために容器の別の構成要素に付着できないように、被
覆要素によって保護された粘着性の接着剤として提供されうる。したがって、接着要素は
、保護用の被覆要素を除去して接着要素を環境に露出することにより、機械的に活性化さ
れうる。別の方法として、活性化可能な接着要素は、水分、熱、圧力などの供給によって
粘着性を持つようにできる、保護されていない非粘着性の基体として提供されうる。
【００１４】
　本明細書で使用される場合、「前方」、「後方」、「上側」、「下側」、「上部」、「
下部」および「側部」という用語は、パッケージが直立した位置にある時の、本発明によ
る容器およびその構成要素の部分の相対的な位置を意味する。ヒンジ・リッド容器の場合
には、ヒンジ・リッド容器の直立位置に対して言及され、ここで、外側ハウジングのリッ
ドは閉位置にあり、ヒンジ線は容器の後部にある。本発明による容器を記述する時、描写
する容器の向きに関係なく、これらの用語が使用される。ヒンジ・リッド容器の後部壁は
、ヒンジ線を含む壁である。「ヒンジ線」という用語は、容器を開くために、その周りを
リッドが旋回しうる線を意味する。ヒンジ線は、例えば、容器の後部壁を形成するパネル
内の折り目または横罫線としうる。
【００１５】
　「内部表面」という用語は、本明細書全体を通して、容器が閉位置にある時に、その容
器の内部に面する（例えば、消費財に面する）組立て済み容器の構成要素の表面を意味す
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るために使用される。同様に、「外部表面」という用語は、本明細書全体を通して、その
容器の外側に面する容器の構成要素の表面を意味するために使用される。例えば、内側フ
レームは、容器の外側ハウジングに面する外部表面と容器の内側パッケージに面する内部
表面とを備える。注目すべきは、内部表面または外部表面は容器の組立に使用されるブラ
ンクの一定の側には必ずしも相当しないことである。消費財の周辺でブランクがどのよう
に折り曲げられるかに応じて、容器の同じ側にある領域は、容器の内側に面することも外
側に面することもある。
【００１６】
　「長軸方向」という用語は底部から上部またはその反対の方向を意味する。「横断する
」という用語は、長軸方向と直角を成す方向を意味する。
【００１７】
　一般論としては、本発明による容器は、ボックス部分およびリッド（「ヒンジ付きリッ
ドボックス」）を備えた外側ハウジングと、ヒンジ付きリッドボックス内の消費財の内側
パッケージとを備える。
【００１８】
　容器の外側ハウジングは、厚紙、ボール紙、プラスチック、金属、またはその組み合わ
せを含むがこれに限定されない、任意の適切な材料から形成しうる。ハウジングは、折り
曲げられた１つ以上の層状の厚紙ブランクから形成されることが好ましく、厚紙は約１０
０グラム／平方メートル～約３５０グラム／平方メートルの重さを持つことが好ましい。
容器が外側ラッパーを備える場合、外側ラッパーは例えば、高密度または低密度のポリエ
チレン、ポリプロピレン、方向性ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデン、セルロースフィ
ルム、またはその組み合わせの透明高分子フィルムであることが好ましく、また外側ラッ
パーは従来的な方法で適用される。外側ラッパーは開封テープを含みうる。さらに、外側
ラッパーは画像、消費者情報またはその他のデータとともに印刷しうる。内側パッケージ
は、金属箔または金属化紙で形成されることが好ましい。内側パッケージ材料は、金属化
ポリエチレンフィルムおよびライナー材料のラミネートとして形成されうる。ライナー材
料は、スーパー仕上げグラシンペーパーでもよい。さらに、内側パッケージ材料には、印
刷受容性のトップコートを提供しうる。
【００１９】
　内側パッケージは、リッドが開位置にある時に、それを通して消費財が取り出し可能な
出し入れ口を有する。再封可能フラップは、内側パッケージの出し入れ口を塞ぐ。
【００２０】
　一部の実施形態では、再封可能フラップは、内側パッケージの残りの部分から分離線に
よって分離可能な内側パッケージの一部分によって実質的に画定されうる。分離線は、虚
弱線（例えば、予め切断された線、または予め穿孔された線など）として提供されうる。
内側パッケージの残りの部分から分離される時、フラップは開位置と閉位置の間でヒンジ
線の周りを旋回可能である。
【００２１】
　その他の実施形態で、フラップは内側パッケージの出し入れ口を覆い、かつ内側パッケ
ージの出し入れ口の周辺を越えて延びる再封可能部分を備えうる。再封可能部分は、自己
接着性の再封可能ステッカーとして提供されることが好ましい。自己接着性の再封可能ス
テッカーは、自己接着性の再封可能ステッカーの内部表面の第一の領域に提供された除去
可能な接着剤によって、内側パッケージに少なくとも部分的に剥離可能に取り付けられる
。本明細書で使用される「ステッカー」という用語は、一般的に内側パッケージの出し入
れ口を覆うための平面の層状材料片を意味する。ステッカーには、商標資料やユーザーの
ための容器に関する情報などのしるし、または装飾用しるしがあってもなくてもよい。
【００２２】
　１つ以上の活性化可能な接着要素が、再封可能フラップの表面上、リッドの表面上、ま
たはその両方の上に提供されている。
【００２３】
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　１つ以上の活性化可能な接着要素は、リッドの内部表面上に提供されることが好ましく
、リッドの前部壁の内部表面上がさらに好ましい。さらに、または代替案として１つ以上
の活性化可能な接着要素は、再封可能フラップの外側表面上に提供される。さらなる代替
案として、１つ以上の活性化可能な要素は、再封可能フラップの内部表面上に提供されう
る。
【００２４】
　一部の実施形態では、少なくとも一つの接着要素は裏当て材の層によって保護され、裏
当て材の層を取り外し、接着要素を露出させ、それによって活性化させることができる。
その他の実施形態において、少なくとも一つの接着要素は、圧力をかけることにより、あ
るいは水分または熱を供給することにより活性化可能である。これらの実施形態では、接
着要素は保護される（すなわち、裏当て材の層によって覆われる）ことも保護されないこ
ともある。
【００２５】
　少なくとも一つの接着要素は、永久接着剤を含むことが好ましい。適切な永久接着剤は
、当業者にとって周知であり、多種多様な接着剤が多数の供給業者から商業的に入手可能
である。適切な永久接着剤の選択は、その上に接着要素が供給される基体を形成する材料
に依存しうる。
【００２６】
　一例として、適切な熱活性化可能な接着剤には、ポリエチレン、ポリプロピレン、二軸
延伸ポリプロピレン、無延伸ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデン、ろう（鉱物または天
然由来）、ポリウレタン、ポリテトラフルオロエチレン、アクリル、およびその組み合わ
せが含まれる。適切な水分活性化可能な接着剤および感圧性の接着剤も、当業者にとって
周知のはずである。
【００２７】
　一部の実施形態では、容器はさらに内側パッケージ内に補強フレームを含みうる。一部
の実施形態では、補強フレームはＵ字型補強フレームとしうる。「Ｕ字型」という用語は
、３つの部分を含む形状を意味するために使用されるが、ここで、第一および第三の部分
は相互に平行であり、第二の部分と直角をなす同一の方向に延びる。実際には、Ｕ字型補
強フレームは、消費財（例えば、喫煙物品）の束を３つの側で囲むように適合される。通
常、Ｕ字型補強フレームは、消費財の端部が補強フレームによって覆われていない状態の
ままとなるように、一つの主な面上および側面上で消費財の束を囲む。補強フレームは、
３つ以上の部分を備えうることが理解されるべきである。例えば、補強フレームは、後部
パネルまたは一対の後部パネルなどをさらに備えうる。別の方法として、その最も簡単な
形態では、補強フレームは単一の前方パネルで構成されうる。
【００２８】
　別の方法として、補強フレームは内側パッケージの外側上に提供され、補強フレームの
側壁は内側パッケージの側面の上にあってもよい。有利なことに、大きな表面積を持つ補
強フレームは、容器の構造強度を増大させる。補強フレームによって提供される増大した
構造強度により、再封可能フラップの確実な封鎖が許容される。これは、その後の容器が
完全に充填されていない時に閉じる作業において、特に有利である。
【００２９】
　一部の実施形態では、内側パッケージは、外側ハウジングによって内部的に画定される
容積の第一の部分に受けられ、また容器は、外側ハウジングの内容積の第二の部分内にあ
る消費財のさらなる内側パッケージを含む。さらなる内側パッケージは、外側ハウジング
のリッドが開位置にある時に、それを通して消費財が取り出し可能な出し入れ口を備える
。再封可能フラップは、さらなる内側パッケージの出し入れ口を塞ぐ。
【００３０】
　第二の区画内のさらなる内側パッケージの再封可能フラップは、外側ハウジングのリッ
ドに永久的に取り付けられることが好ましい。
【００３１】



(8) JP 2017-538639 A 2017.12.28

10

20

30

40

50

　さらなる内側パッケージの再封可能フラップは、さらなる内側パッケージの出し入れ口
を覆い、かつさらなる内側パッケージの出し入れ口の周辺部を越えて延びる、自己接着性
再封可能ステッカーを備える。さらに、自己接着性再封可能ステッカーは、自己接着性再
封可能ステッカーの内部表面の第一の領域に提供された除去可能な接着剤によって、さら
なる内側パッケージに少なくとも部分的に剥離可能に取り付けられる。
【００３２】
　したがって、消費者は、対応する内側パッケージを初めて開封する時に一つの接着要素
を選択的に活性化することができ、従って、毎回のリッドを開く際に前記内側パッケージ
の開封が自動的なものとなる。その後の時点で、さらなる内側パッケージの内容物に初め
てアクセスする時に、消費者はさらなる接着要素を活性化しうる。
【００３３】
　一部の実施形態では、第一および第二の内側パッケージは直に隣接している。その他の
実施形態では、第一および第二の内側パッケージもまた分離されて間隙を介するように、
容器は、外側ハウジングによって内部的に定義される容積の第一の部分と第二の部分を少
なくとも部分的に分離する分画要素を備えうる。一例として、容器は、外側ハウジングの
ボックス部分の側壁に実質的に平行な外側ハウジングの内容積を横切って延びる分画壁を
備えうる。より詳細には、分画壁はボックス部分内に提供されうる。代替案として、分画
壁は、単一の旋回可能なリッド部分が２つの明確な容積部分を内部的に画定するように、
リッド部分内に提供されてもよい。
【００３４】
　一部の実施形態では、容器には、２つの明確な独立的に旋回可能な半リッドが提供され
てもよく、そのそれぞれが各半容器を閉じて、それぞれの第一および第二の容積部分の一
つを封じる。したがって、リッドの隣接した側壁は、２つの容積および２つの内側パッケ
ージを分離する分画要素を画定する。
【００３５】
　容器は、幅の狭い２つの壁によって間隙を介した幅の広い２つの壁を含む、直方体であ
ることが好ましい。本発明によるヒンジ・リッド容器は、長軸方向の直角の端および横断
する直角の端を持つ直方体の形状としうる。別の方法として、ヒンジ・リッド容器は、１
つ以上の長軸方向の丸み付きの端、横断する丸み付きの端、長軸方向の面取り付きの端ま
たは横断する面取り付きの端、またはその組み合わせを含みうる。例えば、本発明による
ヒンジ・リッド容器は、限定されないが以下を含みうる。
【００３６】
　－前部壁の１つまたは２つの長軸方向の丸み付きの端または面取り付きの端、および／
または後部壁の１つまたは２つの長軸方向の丸み付きの端または面取り付きの端。
【００３７】
　－前部壁の１つまたは２つの横断する丸み付きの端または面取り付きの端、および／ま
たは後部壁の１つまたは２つの横断する丸み付きの端または面取り付きの端。
【００３８】
　－前部壁の１つの長軸方向の丸み付きの端および１つの長軸方向の面取り付きの端、お
よび／または後部壁の１つの横断する方向の丸み付きの端および１つの横断する方向の面
取り付きの端。
【００３９】
　－前部壁の１つまたは２つの横断する丸み付きの端または面取り付きの端、および後部
壁の１つまたは２つの長軸方向の丸み付きの端または面取り付きの端。
【００４０】
　－第一の側壁の２つの長軸方向の丸み付きまたは面取り付きの端、または第二の側壁の
２つの横断する方向の丸み付きまたは面取り付きの端。
【００４１】
　容器が一つ以上の面取り付きの端を備える場合、面取り付きの端の幅は、約１ミリメー
トル～約１０ミリメートルであることが好ましく、約２ミリメートル～約６ミリメートル
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であることが好ましい。別の方法として、ヒンジ・リッド容器は、２つの明確な面取りが
容器の端上に形成されるように間隔を置いた、平行な縦罫線または横罫線により形成され
た二重面取りを含みうる。
【００４２】
　別の方法として、ヒンジ・リッド容器は、例えば、多角形（三角形または六角形など）
、または半楕円形、または半円形といった、非長方形の横断断面を持ちうる。
【００４３】
　本発明による容器は、例えば、紙巻たばこ、葉巻たばこまたはシガリロなど、細長い喫
煙物品用のパックとしての特定用途がある。当然のことながら、その寸法を適切に選択す
ることにより、本発明による容器は、異なる数の従来サイズ、キングサイズ、スーパーキ
ングサイズ、スリムまたはスーパースリムの紙巻たばこ用に設計しうる。別の方法として
、その他の消費財を容器内に収容しうる。
【００４４】
　寸法の適切な選択によって、本発明による容器は、異なる合計数の喫煙物品、または異
なる配置の喫煙物品を保持するよう設計しうる。例えば、寸法の適切な選択によって、本
発明による容器は、合計１０～３０の喫煙物品を保持するよう設計しうる。
【００４５】
　喫煙物品は、喫煙物品の合計数に応じて、異なる並べ方で配列しうる。例えば、喫煙物
品は、６、７、８、９または１０個の１列で配置しうる。別の方法として、喫煙物品は２
列以上で配置しうる。２列以上の列は、同一の数の喫煙物品を含みうる。例えば、喫煙物
品は、５、６、７、８、９もしくは１０個の２列、５もしくは７個の３列、または４、５
もしくは６個の４列で配置しうる。別の方法として、２列以上の列は、互いに異なる数の
喫煙物品を含む少なくとも２列を含みうる。例えば、喫煙物品は、５個の１列および６個
の１列（５－６）、６個の１列および７個の１列（６－７）、７個の１列および８個の１
列（７－８）、５個の中央の１列および６個の両外側の２列（６－５－６）、５個の中央
の１列および７個の両外側の２列（７－５－７）、６個の中央の１列および５個の両外側
の２列（５－６－５）、６個の中央の１列および７個の両外側の２列（７－６－７）、７
個の中央の１列および６個の両外側の２列（６－７－６）、９個の中央の１列および８個
の両外側の２列（８－９－８）、または６個の中央の１列、５個の一方の外側の１列およ
び７個の一方の外側の１列（５－６－７）で配置しうる。
【００４６】
　第一の内側パッケージおよび第二の内側パッケージが、外側ハウジングによって内部的
に定義されるそれぞれの第一および第二の部分内に受けられる実施形態では、各パッケー
ジはそれぞれの数の喫煙物品を異なる並べ方で受けうる。例えば、各内側パッケージ内に
、喫煙物品は、３、４、５、６、７、８、９または１０個の１列で配列しうる。別の方法
として、各内側パッケージ内に、喫煙物品は２列以上で配置しうる。２列以上の列は、同
一の数の喫煙物品を含みうる。例えば、喫煙物品は、３、４、５、６、７、８、９もしく
は１０個の２列、３、４、５もしくは６個の３列、または３、４、５もしくは６個の４列
で配置しうる。別の方法として、２列以上の列は、互いに異なる数の喫煙物品を含む少な
くとも２列を含みうる。
【００４７】
　本発明による容器は、同一のタイプまたはブランドの、または異なるタイプまたはブラ
ンドの喫煙物品を保持しうる。さらに、フィルターなし喫煙物品および各種フィルターチ
ップ付きの喫煙物品の両方を含みうる他、異なる長さ（例えば、約４０ミリメートル～約
１８０ミリメートル）、直径（例えば、約４ミリメートル～約９ミリメートル）の喫煙物
品も含みうる。さらに、喫煙物品は、味覚の強度、引き出し抵抗および合計粒子状物質の
送達が異なりうる。容器の寸法は、喫煙物品の長さ、および喫煙物品の並べ方に適合させ
ることが好ましい。容器の外側寸法は通常、容器内に収容された喫煙物品の束の寸法より
も約０．５ミリメートル～約５ミリメートルだけ大きい。
【００４８】
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　本発明による容器の長さ、幅および奥行きは、容器の結果的な全体的寸法が、２０本の
紙巻たばこの典型的な使い捨てパックの寸法と類似するような寸法としうる。
【００４９】
　本発明による容器の高さは約６０ミリメートル～約１５０ミリメートルであることが好
ましく、高さが約７０ミリメートル～約１２５ミリメートルであることがより好ましいが
、ここで高さは、容器の上部壁から底部壁までを測定したものである。
【００５０】
　本発明による容器の幅は約１２ミリメートル～約１５０ミリメートルであることが好ま
しく、幅が約７０ミリメートル～約１２５ミリメートルであることがより好ましいが、こ
こで幅は、容器の一方の側壁から他方の側壁までを測定したものである。
【００５１】
　本発明による容器の奥行きは約６ミリメートル～約１５０ミリメートルであることが好
ましく、奥行きが約１２ミリメートル～約２５ミリメートルであることがより好ましく、
奥行きは、容器の前部壁から後部壁まで測定される。
【００５２】
　容器の高さ対容器の奥行きの比は、約０．３対１～約１０対１であることが好ましく、
約２対１～約８対１であることがさらに好ましく、約３対１～５対１であることが最も好
ましい。
【００５３】
　容器の幅対容器の奥行きの比は、約０．３対１～約１０対１であることが好ましく、約
２対１～約８対１であることがさらに好ましく、約２対１～３対１であることが最も好ま
しい。
【００５４】
　リッド後部壁の高さの、外側スリーブのボックス後部壁の高さに対する比は、約０対１
（リッドが容器の上端に位置）～約１対１であることが好ましく、約１対５～約１対１０
であることがさらに好ましく、約１対６～約１対８であることが最も好ましい。
【００５５】
　外側スリーブのリッド前部壁の高さの、外側スリーブのボックス前部壁の高さに対する
比は、約１対０（リッドが前部壁全体を覆う）～約１対１０であることが好ましく、約１
対１～約１対５であることがさらに好ましく、約１対２～約１対３であることが最も好ま
しい。
【００５６】
　容器が喫煙物品を含む場合、容器は、さらに、廃棄用の器（例えば、灰または吸い残し
用）または例えば、マッチ、ライター、消火手段、口臭消臭剤またはエレクトロニクスな
ど、その他の消費財を備えうる。その他の消費財は、容器の外側に取り付けるか、容器内
に喫煙物品に沿って容器の別の区画内に含めるか、またはその組み合わせとしうる。
【００５７】
　本発明による容器の外部表面は、製造元またはブランドのロゴ、商標、スローガンおよ
びその他の消費者情報およびしるしを用いた、印刷、エンボス加工、デボス加工またはそ
の他の方法で装飾されうる。
【００５８】
　いったん充填されると、本発明による容器は、例えば、高密度または低密度のポリエチ
レン、ポリプロピレン、方向性ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデン、セルロースフィル
ム、または従来的な方法でのその組み合わせの透明高分子フィルムで、収縮包装またはそ
れ以外の方法でオーバーラップされる。本発明による容器がオーバーラップされる場合、
オーバーラッパーは１つ以上のティアテープを含みうる。さらに、オーバーラッパーは画
像、消費者情報またはその他のデータとともに印刷しうる。
【００５９】
　本発明による容器は、従来的な装置および方法を使用して充填され組み立てられ、内側
パッケージの出し入れ口を塞ぐための再封可能フラップと、少なくとも一つの活性化可能
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な接着要素とを提供する工程を含めるように修正されうる。
【００６０】
　使用時、容器を初めて開封する時、ユーザーは
【００６１】
　本発明は以下の添付図面を参照しながら、例証としてのみであるがさらに説明する。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】図１は、容器を初めて開封した時点で、活性化可能な接着要素が非活性の状態に
ある、本発明による容器の第一の実施形態の概略斜視図を示す。
【図２】図２は、活性化可能な接着要素が活性化された状態にあり、再封可能フラップを
リッドに取り付けるために使用されている、図１の容器の概略斜視図を示す。
【図３】図３は、第一の使用構成での２つの内側パッケージを備えた、本発明による容器
の第二の実施形態の概略斜視図を示す。
【図４】図４は、第二の使用構成での図３の容器の概略斜視図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００６３】
　図１および図２の容器１００は、ボックス１０２と、ハウジング１０１の後部壁を横切
って延びるヒンジ線に沿ってボックス１０２から垂れ下がるヒンジ・リッド１０３とを備
えた、従来的なヒンジ・リッド外側ハウジング１０１を備える。容器１００のボックス１
０２およびリッド１０３の全体的なサイズおよび構造は、標準のヒンジ・リッド紙巻たば
こパックのそれと実質的に同一である。
【００６４】
　容器１００が初めて開封されているのを示す図１に図示されている通り、容器１００は
、外側ハウジング１０１内の消費財の内側パッケージ１０４を備える。内側パッケージ１
０４は、外側ハウジング１０１のリッド１０３が開位置にある時に、それを通して消費財
が取り出し可能な出し入れ口１０５（図１では図示されていないが、図２では図示されて
いる）を備える。さらに、内側パッケージ１０４は、出し入れ口１０５を塞ぐための再封
可能フラップ１０６を備える。より詳細には、フラップ１０６は、内側パッケージ１０４
の出し入れ口１０５を覆い、かつその周辺を越えて延びる再封可能ステッカーとして提供
される再封可能部分を備える。再封可能ステッカーは、自己接着性再封可能ステッカーの
内部表面の第一の領域に提供された除去可能な接着剤によって、内側パッケージ１０４に
少なくとも部分的に剥離可能に取り付けられる。
【００６５】
　活性化可能な接着要素１０７は、再封可能フラップ１０６の外側表面上に提供される。
より詳細には、接着要素１０７は、裏当て材の層によって覆われた接着剤の層を含む保護
された接着要素として提供される。裏当て材の層を取り外し、接着要素１０７を露出させ
、それによって活性化させることができる。
【００６６】
　図２に図示した通り、再封可能フラップ１０６は活性化された接着要素によってリッド
１０３に取り付けられうる。したがって、リッド１０３を開くと、再封可能フラップ１０
６が内側パッケージ１０４から持ち上げられて、少なくとも部分的に出し入れ口１０５が
見えるようになる。
【００６７】
　図３および図４の容器２００は、ボックス２０２と、ハウジング２０１の後部壁を横切
って延びるヒンジ線に沿ってボックス２０２から垂れ下がるヒンジ・リッド２０３とを備
えた、ヒンジ・リッド外側ハウジング２０１を備える。容器２００のボックス２０２およ
びリッド２０３の全体的なサイズは、標準のヒンジ・リッド紙巻たばこパックのそれの実
質的に２倍である。より詳細には、容器２００は、２倍の量の消費者物品、例えば紙巻た
ばこなどを含むことができるように、図１および図２の容器１００と実質的に同一の高さ
および深さを持つが、幅は２倍である。
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【００６８】
　消費者物品の第一の内側パッケージ２０４Ａは、外側ハウジング２０１によって内部的
に画定された容積の第一の部分内に受けられる。第二の内側パッケージ２０４Ｂは、外側
ハウジング２０１によって内部的に画定された容積の第二の部分内に受けられる。実際上
、第一および第二の内側パッケージは、外側ハウジング２０１内で隣接している。両方の
内側パッケージ２０４Ａおよび２０４Ｂは、リッド２０３が開位置にある時にそれを通し
て消費者物品が取り出せるそれぞれの出し入れ口２０５Ａ、２０５Ｂを持つ。それぞれの
再封可能フラップ２０６Ａ、２０６Ｂは出し入れ口２０５Ａ、２０５Ｂを塞ぐ。
【００６９】
　両方の再封可能フラップ２０６Ａ、２０６Ｂは、内側パッケージ２０４Ａ、２０４Ｂの
出し入れ口２０５Ａ、２０５Ｂを覆い、出し入れ口のそれぞれの周辺部を越えて延びる、
再封可能ステッカーとして提供される。再封可能ステッカーは、自己接着性再封可能ステ
ッカーの内部表面に提供された除去可能な接着剤によって、内側パッケージ２０４Ａ、２
０４Ｂに少なくとも部分的に剥離可能に取り付けられる。
【００７０】
　活性化可能な接着要素２０７Ａ、２０７Ｂは、再封可能フラップ２０６Ａ、２０６Ｂの
外側表面上に提供される。より詳細には、接着要素は、そのそれぞれが裏当て材の層によ
って覆われた接着剤の層を含む保護された接着要素として提供され、ここで、裏当て材の
層を取り外して、下にある接着要素を露出させ、それによって活性化することができる。
したがって、消費者は、再封可能フラップ２０６Ａ、２０６Ｂのうち一方（図３に図示）
または両方（図４に図示）をリッド２０３に取り付けることを選択できる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月27日(2017.6.27)
【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】
　消費財のための容器であって、
　　外側ハウジングであって、
　　　ボックスと、
　　　ヒンジ線に沿って前記ボックスにヒンジ付けされかつ開位置と閉位置の間で前記ヒ
ンジ線の周りを旋回可能なリッドと、
　　前記外側ハウジングの前記リッドが開位置にある時にそれを通して消費財を取り出せ
る出し入れ口を備えた、前記外側ハウジング内にある消費財の内側パッケージと、
　　前記内側パッケージの前記出し入れ口を塞ぐための再封可能フラップとを備え、
　　前記容器が、前記再封可能フラップの表面上、前記リッドの表面上、または両方の上
に提供された少なくとも一つの活性化可能な接着要素を備え、かつ
　　少なくとも一つの接着要素が選択的に活性化でき、前記再封可能フラップが、前記リ
ッドを開くことで前記再封可能フラップが前記内側パッケージから持ち上げられて少なく
とも部分的に前記出し入れ口が見えるようになるように、少なくとも一つの活性化された
前記接着要素により、前記リッドに取り付けることができ、
　　前記内側パッケージが前記外側ハウジングによって内部的に画定される容積の第一の
部分内に受けられ、
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　　前記容器が前記第一の容積部分に隣接した前記外側ハウジングによって内部的に画定
される前記容積の第二の部分内に消費財のさらなる内側パッケージを含み、前記さらなる
内側パッケージが、前記外側ハウジングの前記リッドが前記開位置にある時にそれを通し
て消費財が取り出せる出し入れ口と、前記さらなる内側パッケージの前記出し入れ口を塞
ぐ再封可能フラップとを備え、前記第二の容積部分内にある前記さらなる内側パッケージ
の前記再封可能フラップが、前記外側ハウジングの前記リッドに永久的に取り付けられる
、容器。
【請求項２】
　前記フラップが少なくとも部分的に前記パッケージの残りの部分から分離され、また前
記パッケージの前記残りの部分から分離される際に、前記フラップが開位置と閉位置の間
でヒンジ線の周りを旋回可能なように、前記フラップが前記内側パッケージ内の分離線に
よって画定される、請求項１に記載の容器。
【請求項３】
　前記フラップが、前記内側パッケージの前記出し入れ口を覆い、かつ前記内側パッケー
ジの前記出し入れ口の周辺部を越えて延びる、再封可能部分を備える、請求項１に記載の
容器。
【請求項４】
　前記再封可能部分が自己接着性再封可能ステッカーとして提供され、また前記自己接着
性再封可能ステッカーが、前記自己接着性再封可能ステッカーの前記内部表面の第一の領
域上に提供される取り外し可能な接着剤によって、少なくとも部分的に前記内側パッケー
ジに剥離可能に取り付けられる、請求項３に記載の容器。
【請求項５】
　前記少なくとも一つの活性化可能な接着要素が前記リッドの前記内部表面上に提供され
る、請求項１～４のいずれか１項に記載の容器。
【請求項６】
　前記少なくとも一つの活性化可能な接着要素が前記再封可能フラップの前記外側表面上
に提供される、請求項１～５のいずれか１項に記載の容器。
【請求項７】
　前記少なくとも一つの活性化可能な接着要素が前記内側パッケージには取り付けられて
いない前記再封可能フラップの前記内部表面の一部上に提供される、請求項３に記載の容
器。
【請求項８】
　前記少なくとも一つの活性化可能な接着要素が裏当て材の層により保護され、かつ前記
裏当て材の層を取り外して前記少なくとも一つの接着要素を露出させ、それによって活性
化させることができる、請求項１～７のいずれか１項に記載の容器。
【請求項９】
　前記少なくとも一つの活性化可能な接着要素が感圧性接着剤、感湿性接着剤または熱活
性化可能な接着剤のうち少なくとも一つである、請求項１～７のいずれか１項に記載の容
器。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つの活性化可能な接着要素が永久的な接着要素である、請求項１～９
のいずれか１項に記載の容器。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか1項に記載の容器であって、前記さらなる内側パッケージの
前記再封可能フラップが、前記さらなる内側パッケージの前記出し入れ口を覆う自己接着
性再封可能ステッカーを備え、かつ前記さらなる内側パッケージの前記出し入れ口の前記
周辺部を越えて延び、
　また、前記自己接着性再封可能ステッカーが、前記自己接着性再封可能ステッカーの前
記内部表面の第一の領域上に提供された取り外し可能接着剤によって、少なくとも部分的
に前記さらなる内側パッケージに剥離可能に取り付けられる、容器。
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【請求項１２】
　前記容器が前記外側ハウジングによって内部的に画定される前記容積の前記第一の部分
と前記第二の部分を少なくとも部分的に分離する分画要素を備える、請求項１～１１のい
ずれか１項に記載の容器。
【請求項１３】
　前記容器が、前記２つのリッドの隣接した側壁が、前記２つの容積ならびに前記２つの
容積内に受けられる前記第一および前記さらなる内側パッケージを分離する分画要素を画
定するように、２つの明確な独立的に旋回可能なリッドを備え、そのそれぞれがそれぞれ
の前記第一および第二の容積部分の一つを閉じる、請求項１～１２のいずれか１項に記載
の容器。
【請求項１４】
　前記消費財が喫煙物品である、請求項１～１３のいずれか１項に記載の容器。
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