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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
刃体を組み付けた刃取付部とこの刃体の刃先の延設方向である幅方向に対し直交する長手
方向へこの刃取付部から延びる柄部とを備えたＴ型剃刀を複数並べて保持したＴ型剃刀ユ
ニットにおいて、
前記各Ｔ型剃刀の柄部は、前記刃取付部に隣接する頭部と、この頭部に対し長手方向で反
対側になる尻部と、この頭部と尻部との間の把持部で前記幅方向の両側に設けた第一把持
面と、この頭部と尻部との間の把持部で前記幅方向及び長手方向に対し直交する厚み方向
の両側に設けた第二把持面とを備え、
前記各Ｔ型剃刀は、前記第二把持面が互いに対向するように並べられた特定両Ｔ型剃刀を
含み、
この特定両Ｔ型剃刀の柄部においてそれぞれ頭部と尻部との間で把持部の第二把持面が形
成する凹みにそれぞれの把持部が互いに入り込むように、この特定両Ｔ型剃刀の柄部を互
いに交差させる係合部をそれぞれの柄部に設けた
ことを特徴とするＴ型剃刀ユニット。
【請求項２】
前記特定両Ｔ型剃刀の柄部において、一方の柄部の頭部と他方の柄部の尻部とが端係合部
で互いに交差し、一方の柄部の尻部と他方の柄部の頭部とが端係合部で互いに交差し、一
方の柄部における頭部と尻部との間の把持部の第二把持面と他方の柄部における頭部と尻
部との間の把持部の第二把持面とがこの両端係合部間で互いに対向することを特徴とする
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請求項１に記載のＴ型剃刀ユニット。
【請求項３】
前記特定両Ｔ型剃刀の柄部において、把持部における厚み方向の両側の第二把持面のうち
、一方の第二把持面は、刃体の刃先が向く側である腹側において頭部と尻部との間で前記
凹みを形成するように凹状に湾曲する腹面であり、他方の第二把持面は、この腹側に対し
厚み方向で反対側になる背側において頭部と尻部との間で凸状に湾曲する背面であり、こ
の特定両Ｔ型剃刀の柄部における把持部の腹面が両端係合部間で互いに対向することを特
徴とする請求項２に記載のＴ型剃刀ユニット。
【請求項４】
前記特定両Ｔ型剃刀の柄部に設けた端係合部は頭部に形成した係合孔を有し、その係合孔
に対し尻部が挿入されて露出することを特徴とする請求項２または請求項３に記載のＴ型
剃刀ユニット。
【請求項５】
前記特定両Ｔ型剃刀の柄部において、一方の柄部の頭部と他方の柄部の尻部とが端係合部
で互いに交差し、一方の柄部の尻部と他方の柄部の頭部とが端係合部で互いに交差し、一
方の柄部における頭部と尻部との間の把持部と他方の柄部における頭部と尻部との間の把
持部とが中間係合部で互いに交差し、一方の柄部における頭部と尻部との間の把持部の第
二把持面と他方の柄部における頭部と尻部との間の把持部の第二把持面とが互いに対向す
るように並べられたことを特徴とする請求項１に記載のＴ型剃刀ユニット。
【請求項６】
前記特定両Ｔ型剃刀の柄部において、把持部における厚み方向の両側の第二把持面のうち
、一方の第二把持面は、刃体の刃先が向く側である腹側で頭部と尻部との間にある腹面で
あり、他方の第二把持面は、この腹側に対し厚み方向で反対側になる背側で頭部と尻部と
の間にある背面であり、
前記中間係合部は前記両端係合部間で一つ設けられ、この両端係合部のうち一方の端係合
部と中間係合部との間では、前記特定両Ｔ型剃刀の柄部における把持部のうち一方の把持
部で前記凹みを形成するように凹状に湾曲する腹面と他方の把持部で前記凹みを形成する
ように凹状に湾曲する背面とが互いに対向し、この両端係合部のうち他方の端係合部と中
間係合部との間では、前記特定両Ｔ型剃刀の柄部における把持部のうち一方の把持部で前
記凹みを形成するように凹状に湾曲する背面と他方の把持部で前記凹みを形成するように
凹状に湾曲する腹面とが互いに対向する
ことを特徴とする請求項５に記載のＴ型剃刀ユニット。
【請求項７】
　前記各Ｔ型剃刀は、前記特定両Ｔ型剃刀のほかに、この特定両Ｔ型剃刀のうち少なくと
も一方の特定Ｔ型剃刀の柄部における把持部の第二把持面に対し別のＴ型剃刀の柄部にお
ける把持部の第二把持面が対向するように、この一方の特定Ｔ型剃刀に対し並べられた別
のＴ型剃刀を含むことを特徴とする請求項１から請求項４のうちいずれかの請求項に記載
のＴ型剃刀ユニット。
【請求項８】
前記各Ｔ型剃刀は、包装ケース内に収納され、その包装ケース内で並べられて保持され、
この包装ケースの外周縁には凹凸状の把持縁部を設けたことを特徴とする請求項１から請
求項７のうちいずれかの請求項に記載のＴ型剃刀ユニット。
【請求項９】
前記把持縁部は、包装ケースの外周縁で凹状に湾曲する把持凹部内に設けられていること
を特徴とする請求項８に記載のＴ型剃刀ユニット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、Ｔ型剃刀を複数並べて保持したＴ型剃刀ユニットに関するものである。
【０００２】
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【従来の技術】
Ｔ型剃刀は、刃体を組み付けた刃取付部と、この刃体の刃先の延設方向である幅方向に対
し直交する長手方向へこの刃取付部から延びる柄部とを備えている。この各Ｔ型剃刀の柄
部は、刃取付部に隣接する頭部と、この頭部に対し長手方向で反対側になる尻部と、この
頭部と尻部との間の把持部で幅方向の両側に設けた把持面と、この頭部と尻部との間の把
持部で幅方向及び長手方向に対し直交する厚み方向の両側に設けた把持面とを備えている
。この各Ｔ型剃刀を互いに並べて保持する際、下記特許文献１，２のように厚み方向の両
把持面を対向させてＴ型剃刀ユニットを構成する場合と、下記特許文献３のように幅方向
の両把持面を対向させてＴ型剃刀ユニットを構成する場合とがある。
【０００３】
【特許文献１】
実開昭５５－３３１７２号公報
【特許文献２】
実公昭５９－２７８７号公報
【特許文献３】
実公平２－１５７９５号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記いずれの場合においても、各Ｔ型剃刀の柄部を単に並べて重ねているだけで
あるため、互いに組み合わせた各Ｔ型剃刀が嵩張り、Ｔ型剃刀ユニットをコンパクト化す
る上で依然問題が残っていた。
【０００５】
この発明は、厚み方向の把持面を対向させてＴ型剃刀ユニットを構成する場合、各Ｔ型剃
刀を厚み方向で互いに嵩張らせることなく組み合わせてＴ型剃刀ユニットをコンパクトに
まとめることを目的としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
後記実施形態の図面（図１～２に示す第一実施形態、図３に示す第一実施形態の別例１、
図４に示す第一実施形態の別例２、図５に示す第二実施形態）の符号を援用して本発明を
説明する。
【０００７】
＊　請求項１の発明
この発明にかかるＴ型剃刀ユニット（Ｕ）は、第一実施形態及びその別例１，２並びに第
二実施形態に対応し、下記のように構成されている。
【０００８】
このＴ型剃刀ユニット（Ｕ）においては、刃体（９）を組み付けた刃取付部（８）とこの
刃体（９）の刃先（１０）の延設方向である幅方向（Ｙ）に対し直交する長手方向（Ｚ）
へこの刃取付部（８）から延びる柄部（１１）とを備えたＴ型剃刀（４）を複数並べて保
持している。
【０００９】
前記各Ｔ型剃刀（４）の柄部（１１）は、前記刃取付部（８）に隣接する頭部（１３）と
、この頭部（１３）に対し長手方向（Ｚ）で反対側になる尻部（１４）と、この頭部（１
３）と尻部（１４）との間の把持部（１５）で前記幅方向（Ｙ）の両側に設けた第一把持
面（側面１６）と、この頭部（１３）と尻部（１４）との間の把持部（１５）で前記幅方
向（Ｙ）及び長手方向（Ｚ）に対し直交する厚み方向（Ｘ）の両側に設けた第二把持面（
腹面１７及び背面１８）とを備えている。前記各Ｔ型剃刀（４）は、前記第二把持面（１
７，１８）が互いに対向するように並べられた特定両Ｔ型剃刀（２５，２６）を含む。
【００１０】
この特定両Ｔ型剃刀（２５，２６）の柄部（１１）においてそれぞれ頭部（１３）と尻部
（１４）との間で把持部（１５）の第二把持面（１７，１８）が形成する凹み（１９）に
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それぞれの把持部（１５）が互いに入り込むように、この特定両Ｔ型剃刀（２５，２６）
の柄部（１１）を互いに交差させる係合部（端係合部ＥＵ，ＥＤ、中間係合部Ｃ）をそれ
ぞれの柄部（１１）に設けている。
【００１１】
請求項１の発明では、厚み方向（Ｘ）で互いに隣接して並べた両柄部（１１）の把持部（
１５）のうち、一方の把持部（１５）が頭部（１３）と尻部（１４）との間で形成する凹
み（１９）を他方の把持部（１５）の重合空間として有効に利用しているとともに、他方
の把持部（１５）が頭部（１３）と尻部（１４）との間で形成する凹み（１９）を一方の
把持部（１５）の重合空間として有効に利用しているので、特定両Ｔ型剃刀（２５，２６
）を厚み方向（Ｘ）で互いに嵩張らせることなく組み合わせてＴ型剃刀ユニット（Ｕ）を
コンパクトにまとめることができる。
【００１２】
＊　請求項２の発明
この発明は、第一実施形態及びその別例１，２に対応し、請求項１の発明を前提として下
記のように構成されている。
【００１３】
前記特定両Ｔ型剃刀（２５，２６）の柄部（１１）において、一方の柄部（１１）の頭部
（１３）と他方の柄部（１１）の尻部（１４）とが端係合部（ＥＵ）で互いに交差してい
るとともに、一方の柄部（１１）の尻部（１４）と他方の柄部（１１）の頭部（１３）と
が端係合部（ＥＤ）で互いに交差している。その交差状態では、一方の柄部（１１）にお
ける頭部（１３）と尻部（１４）との間の把持部（１５）の第二把持面（例えば腹面１７
）と他方の柄部（１１）における頭部（１３）と尻部（１４）との間の把持部（１５）の
第二把持面（例えば腹面１７）とがこの両端係合部（ＥＵ，ＥＤ）間で互いに対向する。
【００１４】
請求項２の発明では、一般に柄部（１１）から突出して嵩張り易い刃取付部（８）を互い
に重合させることなく特定両Ｔ型剃刀（２５，２６）を組み合わせることができる。従っ
て、Ｔ型剃刀ユニット（Ｕ）をより一層コンパクトにまとめることができる。
【００１５】
＊　請求項３の発明
この発明は、第一実施形態及びその別例１，２に対応し、請求項２の発明を前提として下
記のように構成されている。
【００１６】
前記特定両Ｔ型剃刀（２５，２６）の柄部（１１）において、把持部（１５）における厚
み方向（Ｘ）の両側の第二把持面のうち、一方の第二把持面は、刃体（９）の刃先（１０
）が向く側である腹側において頭部（１３）と尻部（１４）との間で前記凹み（１９）を
形成するように凹状に湾曲する腹面（１７）であり、他方の第二把持面は、この腹側に対
し厚み方向（Ｘ）で反対側になる背側において頭部（１３）と尻部（１４）との間で凸状
に湾曲する背面（１８）である。この特定両Ｔ型剃刀（２５，２６）の柄部（１１）にお
ける把持部（１５）の腹面（１７）が両端係合部（ＥＵ，ＥＤ）間で互いに対向する。例
えば、一方の柄部（１１）における刃取付部（８）または頭部（１３）と尻部（１４）と
を結ぶ面（Ｐ）と、一方の柄部（１１）における把持部（１５）の腹面（１７）との間で
形成される凹み（１９）内に他方の柄部（１１）における把持部（１５）が入り込んでい
るとともに、他方の柄部（１１）における刃取付部（８）または頭部（１３）と尻部（１
４）とを結ぶ面（Ｐ）と、他方の柄部（１１）における把持部（１５）の腹面（１７）と
の間で形成される凹み（１９）内に一方の柄部（１１）における把持部（１５）が入り込
んでいる。
【００１７】
請求項３の発明では、柄部（１１）において把持部（１５）の腹面（１７）が頭部（１３
）と尻部（１４）との間で形成する凹み（１９）を有効に利用して、Ｔ型剃刀ユニット（
Ｕ）をより一層コンパクトにまとめることができる。
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【００１８】
＊　請求項４の発明
この発明は、第一実施形態及びその別例１に対応し、請求項２または請求項３の発明を前
提として下記のように構成されている。
【００１９】
前記特定両Ｔ型剃刀（２５，２６）の柄部（１１）に設けた端係合部（ＥＵ，ＥＤ）は頭
部（１３）に形成した係合孔（２４）を有し、その係合孔（２４）に対し尻部（１４）が
挿入されて露出する。例えば、柄部（１１）の頭部（１３）において幅方向（Ｙ）の両側
で突設した支持腕部（２０）により刃取付部（８）を首振り可能に支持し、前記係合孔（
２４）は、この両支持腕部（２０）と刃取付部（８）とで囲まれるこの両支持腕部（２０
）間の切欠部（２１）により頭部（１３）の腹側と背側との間で貫通するように形成され
ている。この係合孔（２４）については、一連の閉じられた内周縁を有する貫通孔であっ
てもよい。
【００２０】
請求項４の発明では、両端係合部（ＥＵ，ＥＤ）を簡単な構造にすることができるととも
に、頭部（１３）の係合孔（２４）に尻部（１４）を挿入するだけで特定両Ｔ型剃刀（２
５，２６）を簡単に組み合わせることができる。
【００２１】
＊　請求項５の発明
この発明は、第二実施形態に対応し、請求項１の発明を前提として下記のように構成され
ている。
【００２２】
前記特定両Ｔ型剃刀（２５，２６）の柄部（１１）において、一方の柄部（１１）の頭部
（１３）と他方の柄部（１１）の尻部（１４）とが端係合部（ＥＵ）で互いに交差してい
るとともに、一方の柄部（１１）の尻部（１４）と他方の柄部（１１）の頭部（１３）と
が端係合部（ＥＤ）で互いに交差し、さらに一方の柄部（１１）における頭部（１３）と
尻部（１４）との間の把持部（１５）と他方の柄部（１１）における頭部（１３）と尻部
（１４）との間の把持部（１５）とが中間係合部（Ｃ）で互いに交差している。その交差
状態では、一方の柄部（１１）における頭部（１３）と尻部（１４）との間の把持部（１
５）の第二把持面（１７，１８）と他方の柄部（１１）における頭部（１３）と尻部（１
４）との間の把持部（１５）の第二把持面（１７，１８）とが互いに対向する。
【００２３】
請求項５の発明では、一般に柄部（１１）から突出して嵩張り易い刃取付部（８）を互い
に重合させることなく特定両Ｔ型剃刀（２５，２６）を組み合わせることができる。従っ
て、Ｔ型剃刀ユニット（Ｕ）をより一層コンパクトにまとめることができる。
【００２４】
＊　請求項６の発明
この発明は、第二実施形態に対応し、請求項５の発明を前提として下記のように構成され
ている。
【００２５】
前記特定両Ｔ型剃刀（２５，２６）の柄部（１１）において、把持部（１５）における厚
み方向（Ｘ）の両側の第二把持面のうち、一方の第二把持面は、刃体（９）の刃先（１０
）が向く側である腹側で頭部（１３）と尻部（１４）との間にある腹面（１７）であり、
他方の第二把持面は、この腹側に対し厚み方向（Ｘ）で反対側になる背側で頭部（１３）
と尻部（１４）との間にある背面（１８）である。
【００２６】
前記中間係合部（Ｃ）は前記両端係合部（ＥＵ，ＥＤ）間で一つ設けられている。この両
端係合部（ＥＵ，ＥＤ）のうち一方の端係合部（ＥＵ）と中間係合部（Ｃ）との間では、
前記特定両Ｔ型剃刀（２５，２６）の柄部（１１）における把持部（１５）のうち一方の
把持部（１５）で前記凹み（１９）を形成するように凹状に湾曲する腹面（１７）と他方
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の把持部（１５）で前記凹み（１９）を形成するように凹状に湾曲する背面（１８）とが
互いに対向している。この両端係合部（ＥＵ，ＥＤ）のうち他方の端係合部（ＥＤ）と中
間係合部（Ｃ）との間では、前記特定両Ｔ型剃刀（２５，２６）の柄部（１１）における
把持部（１５）のうち一方の把持部（１５）で前記凹み（１９）を形成するように凹状に
湾曲する背面（１８）と他方の把持部（１５）で前記凹み（１９）を形成するように凹状
に湾曲する腹面（１７）とが互いに対向する。
【００２７】
請求項６の発明では、柄部（１１）において把持部（１５）の腹面（１７）及び背面（１
８）が頭部（１３）と尻部（１４）との間で形成する凹み（１９）を有効に利用して、Ｔ
型剃刀ユニット（Ｕ）をより一層コンパクトにまとめることができる。
【００２８】
　＊　請求項７の発明
　この発明は、第一実施形態の別例１に対応し、請求項１から請求項４のうちいずれかの
請求項の発明を前提として下記のように構成されている。
【００２９】
前記各Ｔ型剃刀（４）は、前記特定両Ｔ型剃刀（２５，２６）のほかに、この特定両Ｔ型
剃刀（２５，２６）のうち少なくとも一方の特定Ｔ型剃刀（２５）の柄部（１１）におけ
る把持部（１５）の第二把持面（１８）に対し別のＴ型剃刀（２７，２８）の柄部（１１
）における把持部（１５）の第二把持面（１７）が対向するように、この一方の特定Ｔ型
剃刀（２５）に対し並べられた別のＴ型剃刀（２７，２８）を含む。
【００３０】
請求項７の発明では、特定両Ｔ型剃刀（２５，２６）を含むＴ型剃刀ユニット（Ｕ）をコ
ンパクトにまとめることができる。
＊　請求項８の発明
この発明は、第一実施形態に対応し、請求項１から請求項７のうちいずれかの請求項の発
明を前提として下記のように構成されている。
【００３１】
前記各Ｔ型剃刀（４）は、包装ケース（１）内に収納され、その包装ケース（１）内で並
べられて保持されている。この包装ケース（１）の外周縁には凹凸状の把持縁部（７）を
設けている。請求項８の発明では、凹凸状の把持縁部（７）が滑り止め機能を有するため
、包装ケース（１）を把持し易い。
【００３２】
＊　請求項９の発明
この発明は、第一実施形態に対応し、請求項８の発明を前提として下記のように構成され
ている。
【００３３】
前記把持縁部（７）は、包装ケース（１）の外周縁で凹状に湾曲する把持凹部（６）内に
設けられている。請求項９の発明では、凹凸状の把持縁部（７）が包装ケース（１）の外
周縁から突出しないため、包装ケース（１）を小型化することができる。
【００３４】
【発明の実施の形態】
〔第一実施形態〕
まず、本発明の第一実施形態にかかるＴ型剃刀ユニットについて図１～２を参照して説明
する。
【００３５】
このＴ型剃刀ユニットＵは、透明なプラスチックからなるカバー２の下側に台紙３が嵌め
込まれた包装ケース１と、この台紙３上に載置されてカバー２内に保持された状態でこの
包装ケース１内に収納された複数のＴ型剃刀４（後記表裏両側のＴ型剃刀２５，２６）と
からなる。この包装ケース１においてカバー２のフランジ５の左右両外周縁には凹状に湾
曲する把持凹部６内で凹凸状の把持縁部７が形成されている。
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【００３６】
前記包装ケース１内の各Ｔ型剃刀４は、すべて同一の形態をなし、３枚の刃体９が組み付
けられた刃取付部８と、この各刃体９の刃先１０の延設方向である幅方向Ｙに対し直交す
る長手方向Ｚへこの刃取付部８から弓状に延びる柄部１１とを備えている。この刃取付部
８にはキャップ１２が刃体９の刃先１０側から着脱可能に被せられている。この柄部１１
は、刃取付部８に隣接する頭部１３と、この頭部１３に対し長手方向Ｚで反対側になる尻
部１４と、この頭部１３と尻部１４との間の把持部１５とを備えている。この把持部１５
は、幅方向Ｙの両側に設けられた側面１６（第一把持面）と、幅方向Ｙ及び長手方向Ｚに
対し直交する厚み方向Ｘの両側のうち前記各刃体９の刃先１０が向く側である腹側に設け
られた腹面１７と、この腹側に対し厚み方向Ｘで反対側になる背側に設けられた背面１８
とを有している。この腹面１７（第二把持面）は前記頭部１３と尻部１４との間で凹み１
９を形成するように凹状に湾曲する。この背面１８（第二把持面）は頭部１３と尻部１４
との間で凸状に湾曲する。
【００３７】
前記柄部１１の頭部１３においては、幅方向Ｙの両側で支持腕部２０が突設され、この支
持腕部２０間で切欠部２１が形成されている。この両支持腕部２０に突設された腕板２２
により前記刃取付部８が回動可能に支持されているとともに、この両腕板２２に隣接して
この両支持腕部２０に突設された片持ち梁状のばね部２３によりこの刃取付部８が圧接さ
れて、この刃取付部８が柄部１１に対しばね部２３の弾性力に抗して首振り可能になって
いる。この柄部１１の頭部１３においては前記両支持腕部２０と前記刃取付部８とで囲ま
れる前記切欠部２１により係合孔２４が頭部１３の腹側と背側との間で貫通するように形
成されている。
【００３８】
前記包装ケース１内では一対のＴ型剃刀２５，２６（特定両Ｔ型剃刀）を一組とする組合
わせユニットＶが二組並べられている。各組の組合わせユニットＶにおいては、表側Ｔ型
剃刀２５の頭部１３にある係合孔２４に裏側Ｔ型剃刀２６の尻部１４が挿入されて露出し
ているとともに、裏側Ｔ型剃刀２６の頭部１３にある係合孔２４に表側Ｔ型剃刀２５の尻
部１４が挿入されて露出し、この係合孔２４と尻部１４とが互いに交差している。その交
差状態では、表側Ｔ型剃刀２５の把持部１５の腹面１７と裏側Ｔ型剃刀２６の把持部１５
の腹面１７とが両端係合部ＥＵ，ＥＤ（係合孔２４及び尻部１４）間で互いに対向するよ
うに並べられている。このような組合わせ状態では、表側Ｔ型剃刀２５の刃取付部８と尻
部１４とが前記台紙３に接触して載置され、表側Ｔ型剃刀２５の把持部１５の腹面１７と
この台紙３との間で形成される凹み１９内に裏側Ｔ型剃刀２６の把持部１５が入り込んで
いる。また、裏側Ｔ型剃刀２６の刃取付部８と尻部１４とを結ぶ面Ｐ（前記台紙３の内面
に該当）と、裏側Ｔ型剃刀２６の把持部１５の腹面１７との間で形成される凹み１９内に
表側Ｔ型剃刀２５の把持部１５が入り込んでいる。なお、キャップ１２を刃体９の刃先１
０側から着脱可能に被せた刃取付部８である場合、表側Ｔ型剃刀２５と裏側Ｔ型剃刀２６
とを互いに組み合わせる際、刃取付部８に隣接する係合孔２４に対し尻部１４がキャップ
１２の着脱方向に沿って挿入される。そのため、キャップ１２が刃取付部８から離脱しに
くくなる。
【００３９】
〔第一実施形態の別例１〕
前記包装ケース１内の各Ｔ型剃刀４については、図３に示すように、一対のＴ型剃刀２５
，２６（特定両Ｔ型剃刀）のほかに、このＴ型剃刀２５，２６と同一の形態をなす別のＴ
型剃刀２７，２８を追加して、下記のような組合わせユニットＶにしてもよい。図３（ａ
）に示すように、表側の特定Ｔ型剃刀２５の把持部１５の背面１８に対し別のＴ型剃刀２
７の把持部１５の腹面１７が対向するように、それらのＴ型剃刀２５，２７の柄部１１に
おける頭部１３を互いに並べるとともに、それらのＴ型剃刀２５，２７の柄部１１におけ
る尻部１４を互いに並べる。さらに、図３（ｂ）に示すように、別の第一Ｔ型剃刀２７の
把持部１５の背面１８に対し別の第二Ｔ型剃刀２８の把持部１５の腹面１７が対向するよ
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うに、それらのＴ型剃刀２７，２８の柄部１１における頭部１３を互いに並べるとともに
、それらのＴ型剃刀２７，２８の柄部１１における尻部１４を互いに並べる。なお、別の
Ｔ型剃刀２７，２８については、尻部１４が係合孔２４に挿入される場合と挿入されない
場合とがある。
【００４０】
〔第一実施形態の別例２〕
図４（ａ）（ｂ）に示す組合わせユニットＶにおいては、表裏両側のＴ型剃刀２５，２６
（４）で頭部１３の係合孔２４が省略されているとともに、表裏両側のＴ型剃刀２５，２
６の柄部１１において、それぞれ、頭部１３付近と尻部１４付近とで把持部１５の両側面
１６に切込み２９，３０が形成されている。表側Ｔ型剃刀２５の把持部１５の両側面１６
のうち一方の側面１６と、裏側Ｔ型剃刀２６の把持部１５の両側面１６のうち一方の側面
１６とを対向させた状態で、頭部１３側の前記切込み２９（端係合部ＥＵ，ＥＤ）と尻部
１４側の前記切込み３０（端係合部ＥＤ，ＥＵ）とが互いに嵌め込まれて交差している。
第一実施形態では表側Ｔ型剃刀２５の把持部１５の腹面１７と裏側Ｔ型剃刀２６の把持部
１５の腹面１７とがそれらの全体で互いに対向するように並べられているが、この別例２
では表側Ｔ型剃刀２５の把持部１５の腹面１７と裏側Ｔ型剃刀２６の把持部１５の腹面１
７とが幅方向Ｙへ互いにずれた状態になっている。
【００４１】
〔第二実施形態〕
図５（ａ）（ｂ）に示す組合わせユニットＶにおいては、一対のＴ型剃刀４（表裏両側の
Ｔ型剃刀２５，２６）が同一形態をなし、Ｓ状に屈曲する柄部１１を備えている。表裏両
側のＴ型剃刀２５，２６の柄部１１において、それぞれ、頭部１３付近と尻部１４付近と
で把持部１５の両側面１６には切込み２９，３０（端係合部ＥＵ，ＥＤ）が形成されてい
るとともに、頭部１３と尻部１４との間の中間部で把持部１５の両側面１６には切込み３
１（中間係合部Ｃ）が形成されている。表側Ｔ型剃刀２５の把持部１５の両側面１６のう
ち一方の側面１６と、裏側Ｔ型剃刀２６の把持部１５の両側面１６のうち一方の側面１６
とを対向させた状態で、頭部１３側の切込み２９と尻部１４側の切込み３０とが嵌め込ま
れて交差しているとともに、中間の両切込み３１が嵌め込まれて交差している。一方の端
係合部ＥＵ（頭部１３側の切込み２９及び尻部１４側の切込み３０）と中間係合部Ｃ（中
間の両切込み３１）との間では、表側Ｔ型剃刀２５の把持部１５で前記凹み１９として凹
状に湾曲する腹面１７と、裏側Ｔ型剃刀２６の把持部１５で前記凹み１９として凹状に湾
曲する背面１８とが互いに対向する。また、他方の端係合部ＥＤ（尻部１４側の切込み３
０及び頭部１３側の切込み２９）と中間係合部Ｃ（中間の両切込み３１）との間では、表
側Ｔ型剃刀２５の把持部１５で前記凹み１９として凹状に湾曲する背面１８と、裏側Ｔ型
剃刀２６の把持部１５で前記凹み１９として凹状に湾曲する腹面１７とが互いに対向する
。第一実施形態では表側Ｔ型剃刀２５の把持部１５の腹面１７と裏側Ｔ型剃刀２６の把持
部１５の腹面１７とがそれらの全体で互いに対向するように並べられているが、第一実施
形態の別例２と同様に、把持部１５の腹面１７と把持部１５の背面１８とが幅方向Ｙへ互
いにずれた状態になっている。
【図面の簡単な説明】
【図１】　第一実施形態にかかるＴ型剃刀ユニットにおける包装ケース及び組合わせユニ
ットを正面側から見た断面図である。
【図２】　第一実施形態にかかるＴ型剃刀ユニットにおける包装ケース及び組合わせユニ
ットを側面側から見た断面図である。
【図３】　（ａ）は第一実施形態の別例１の１にかかる組合わせユニットを示す側面図で
あり、（ｂ）は同じく別例１の２にかかる組合わせユニットを示す側面図である。
【図４】　（ａ）は第一実施形態の別例２にかかる組合わせユニットを示す正面図であり
、（ｂ）は同じく側面図である。
【図５】　（ａ）は第二実施形態にかかる組合わせユニットを示す正面図であり、（ｂ）
は同じく側面図である。
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【符号の説明】
１…包装ケース、４…Ｔ型剃刀（２５，２６，２７，２８）、６…把持凹部、７…把持縁
部、８…刃取付部、９…刃体、１０…刃先、１１…柄部、１３…頭部、１４…尻部（端係
合部ＥＵ，ＥＤ）、１５…把持部、１６…側面（第一把持面）、１７…腹面（第二把持面
）、１８…背面（第二把持面）、２４…係合孔（端係合部ＥＵ，ＥＤ）、２９，３０…切
込み（端係合部ＥＵ，ＥＤ）、３１…切込み（中間係合部Ｃ）、Ｕ…Ｔ型剃刀ユニット、
Ｘ…厚み方向、Ｙ…幅方向、Ｚ…長手方向。

【図１】 【図２】
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【図５】
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