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(57)【要約】
液体シリコンゴムまたは類似するエラストマーより射出
形成可能で、イヤバッドや他の部品を損傷から保護し、
ワイヤの絡まりを防止管理する小型ケース。当該ケース
は一体型のポケットを備え、弾性または可撓性を有する
適当な数個の爪によって、ほぼすべての型のイヤバッド
や他の部品を保持する。イヤバッドやその他の部品は、
ポケットに挿入可能で、爪がイヤバッドや他の部品を覆
うことでそれらを保護、保持する。ワイヤはその後、ス
ロットの１つより繰り出し可能で、スプールに巻き付け
られる。ワイヤを覆い保持するため、リバーシブルカバ
ーはその後、閉鎖姿勢に反転可能である。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イヤバッドを収納するようにサイズが合わせられ、一乃至複数のスロットを備えたスプ
ールとしても機能するように適合された壁によって形成されたポケットと、
　前記スロットによって隔てられた前記壁に取り付けられ、前記ポケットの上部に延びる
一乃至複数の爪と、
　閉鎖配置にて前記スプールを覆い、開放配置にて前記スプールを露出するリバーシブル
カバーとを備えた装置であって、
　前記装置は、前記開放配置における前記カバーによって、前記爪が柔軟で曲げやすくな
り、イヤバッドの挿入が可能となるように適合され、挿入の後、前記爪はイヤバッドを囲
み、前記イヤバッドや他の物品が保護され、ワイヤやケーブルがその後前記スプールに巻
き付けられ、前記カバーを閉じることによって保持できることを特徴とするイヤバッド収
納のための可撓性装置。
【請求項２】
　前記リバーシブルカバーが前記スプールより捲れ、前記閉鎖配置から前記開放配置へと
変化することを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項３】
　イヤバッドワイヤが前記スプールに巻きついた後、前記閉鎖配置にてイヤバッドジャッ
クが前記カバーの中に収納できることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記ワイヤ、ジャック、またはイヤバッドを引くと、前記閉鎖配置にある前記スプール
から前記イヤバッドワイヤまたはケーブルを巻き出すように適合されたことを特徴とする
請求項３記載の装置。
【請求項５】
　イヤバッドワイヤが前記スプールに巻きついた後、前記閉鎖配置にてイヤバッドジャッ
クが前記カバーの中に収納できることを特徴とする請求項２記載の装置。
【請求項６】
　前記ワイヤ、イヤバッド、またはジャックを引くと、前記閉鎖配置にある前記スプール
から前記ワイヤを巻き出すように適合されたことを特徴とする請求項３記載の装置。
【請求項７】
　射出成形液体シリコンゴムからなることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項８】
コードを備える一乃至複数の部品を収納するための可撓性装置であって、
　部品を収納するようにサイズが合わせられ、一乃至複数のスロットを備えるスプールと
しても機能するように適合された壁によって形成されたポケットと、
　前記スロットによって隔てられた前記壁に取り付けられ、前記ポケットの上部に延びる
一乃至複数の爪と、
　閉鎖配置にて前記スプールを覆い、開放配置にて前記スプールを露出するリバーシブル
カバーとを備えた可撓性装置であって、
　前記装置は、前記開放配置における前記カバーによって、前記爪がポケットを形成し、
前記部品の挿入が可能となるように適合され、前記コードがその後前記スプールに巻き付
けられることを特徴とする装置。
【請求項９】
　前記リバーシブルカバーが前記スプールより捲れ、前記閉鎖配置から前記開放配置へと
変化することを特徴とする請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記コードを引くと、前記閉鎖配置にある前記スプールから前記コードを巻き出すよう
に適合されたことを特徴とする請求項８記載の装置。
【請求項１１】
　前記コードを引くと、前記閉鎖配置にある前記スプールから前記コードを巻き出すよう
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に適合されたことを特徴とする請求項９記載の装置。
【請求項１２】
　前記部品は一乃至複数のイヤバッドであることを特徴とする請求項８記載の装置。
【請求項１３】
　前記装置は射出成形シリコンゴムであることを特徴とする請求項８記載の装置。
【請求項１４】
　ポケットを形成するスプールを有し、前記ポケットは中に前記部品を保持し、前記部品
からのワイヤ、ケーブルまたはコードを前記スプールに巻き付けられるように適合された
ことを特徴とする一乃至複数の部品のための収納容器。
【請求項１５】
　さらに前記スプールを露出するために開放し、前記スプールを覆って前記ワイヤを保持
するために閉鎖するリバーシブルカバーを備えたことを特徴とする請求項１４記載の収納
容器。
【請求項１６】
　前記部品は一乃至複数のイヤバッドであることを特徴とする請求項１４記載の収納容器
。
【請求項１７】
　前記カバーおよびスプールは、前記コードを引くと前記ワイヤを巻き出せるように適合
されたことを特徴とする請求項１５記載の収納容器。
【請求項１８】
　前記部品は一乃至複数のイヤバッドであって前記ワイヤはイヤバッドワイヤであること
を特徴とする請求項１７記載の収納容器。
【請求項１９】
　前記スプールは、前記ワイヤが前記部品から前記スプールの外側へ通るように適合され
た複数のスロットを備えたことを特徴とする請求項１４記載の収納容器。
【請求項２０】
　前記容器は射出成形液体シリコンゴムであることを特徴とする請求項１４記載の収納容
器。
【請求項２１】
　さらに前記スプールと協働して前記部品を保持するように適合された一乃至複数の爪を
備えたことを特徴とする請求項１４記載の収納容器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に保護ケース、特にイヤバッド型のイヤホン保護ケースの技術分野に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　イヤバッドとは通常、ＭＰ３プレーヤ、スマートフォン、等と共に使用し、ケーブルを
有する小型イヤホンのことである。片方のイヤバッドは通常片耳ずつ挿入され、１つのケ
ーブル上の一対のイヤバッドにより、完成したイヤホンが１セット提供される。イヤバッ
ドの大きな問題点は、保護されていないために容易に損傷してしまい、また未使用の際に
ワイヤが絡まる点にある。
【０００３】
　イヤバッド、またはワイヤやケーブルを備えるその他の小型部品のために、柔軟性があ
り、手軽に運べ、イヤバッドや装置の挿入のために素早く開放し、手軽に取り外しができ
、ワイヤやケーブルを収納するための方法を提供する保護ケースがあれば非常に好都合で
ある。
【発明の概要】
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【０００４】
　本発明は、液体シリコンゴムやエラストマー、その他の高分子化合物から射出成形可能
であって、イヤバッドを損傷から保護し、ワイヤの絡まりを防止管理する小型ケースに関
する。本発明のケースは、ほぼすべての型のイヤバッドを保持する一体型のポケットを備
えるか、様々なデザインや形状を保有可能な数個の保持爪および／またはスプールを有す
る他の小型機器を備える。当該イヤバッドはポケットに挿入可能で、当該爪はイヤバッド
自身が飛び出るのを阻止する。ワイヤは、スロットの１つより繰出し可能で、スプールに
巻き付けられる。当該スロットは、様々なサイズのワイヤを保持するために様々な幅を持
つことができる。当該ワイヤのコネクタ端部は中央ポケットまたはスプール周辺に設置で
きる。その後、リバーシブルカバーを閉鎖姿勢に反転させ、ワイヤを覆い保持することが
できる。イヤバッドを取り出すためには、カバーが閉鎖姿勢の状態で、ワイヤのコネクタ
端部を引き出せばそれで十分である。当該ワイヤまたはケーブルが、魚釣り用のリールの
ように、絡まることなく巻き出る。本装置や、イヤバッドは、ケーブルで直接引き出すこ
とも可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　本発明の特徴を明示するいくらかの図面に注目されたい。
【図１】図１は、完全な閉鎖姿勢にあるイヤバッドケース実施形態の正面斜視図である。
【図２】図２は閉鎖姿勢にある図１の実施形態の正面図である。
【図３】図３はリバーシブルカバーが解放姿勢にある図１の実施形態の後面斜視図を示す
。
【図４】図４は図３の配置における正面図を示す。
【図５】図５は閉鎖姿勢にある別の実施形態を示す．
【図６】図６は解放姿勢にあるケースを示す。
【図７】図７はスプールに巻かれたイヤバッドケーブルを示す。
【図８】図８は、イヤバッドとケーブルを備え、収納のために完全に閉鎖しているケース
を示す。
【図９】図９は、イヤバッド取り出しを所望の際に、ケーブルがどのように巻き出される
のかを示す。
【０００６】
　本発明の理解を助けるため、いくつかの図面や挿絵が提示されている。本発明の範囲は
図面に示されているものに限定されない。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明は、イヤバッド、ケーブル末端、等が挿入可能なポケットを形成する複数の爪を
備えるイヤバッドケースに関する。リバーシブルカバーはイヤバッドワイヤ、ケーブル、
等をスプール部に巻き付けるために開放可能である。その後、ワイヤを取り囲むためにカ
バーを反転させることができる。当該ケースはイヤバッドやケーブルに制限されず、宝石
、釣り具、その他絡まり易いワイヤ、チェーン、釣り糸、等を有するあらゆる物品の収納
に利用できる。
【０００８】
　図１は、完全な閉鎖姿勢にある本発明実施形態を示す。リバーシブルカバー１は、内面
スプール部２を取り囲んでいる。ゴム製の爪３の集まりは、数個のスロット４を備えるス
プール上部に接続される。この特殊な配置によって、爪３は、ポケット内部に配置のあら
ゆる物品を保護し、保持する。図２は図１の配置の真正面図を示す。爪３は、捉えられて
いるイヤバッドや、使用者が収納を望む他の物品を保護し、保持を補助できるように配置
される。
【０００９】
　図３は解放姿勢にあるリバーシブルカバー１を示し、ポケットの外壁でもあるスプール
２を露出している。爪３およびスロット４は閉鎖姿勢にて示される。図４は図３の配置の
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認できる。スプール２および爪３の縁が確認できる。
【００１０】
　図５は、曲がった輪郭を描く爪を備えた本発明変形実施例を示す。これは設計の一部で
ある。当該爪は種々の形状、サイズに設計できるが、形成されたポケットの内部に様々な
物品を保護し保持するという目的は変わらない。
【００１１】
　図６－９は本装置の使用形態を示している。本発明を使用するために、使用者はカバー
１を剥がしスプール２を露出させる。図６はこのような配置での本装置を示している。爪
によってポケット５が作られ、そこにイヤバッドや他の物品が挿入できる５。イヤバッド
ワイヤまたはケーブルは、図７に示されているように、スプール２に何れかの方向で巻き
付けられ、図８で示されているように、カバー１はワイヤを取り囲む正常姿勢に反転する
。イヤバッドジャックはスロット４のいずれか１つに入れられるか、カバー１の下に収納
できる。イヤバッドを取り出すためには、図９に示されているように、使用者は単にジャ
ックを引き、ワイヤをスプール２（魚釣りで用いられるスピニングリールに類似している
）から巻き出せばよい。カバー１は、収納のためにその後閉鎖可能である。ケーブルがイ
ンラインマイクを含むか他の不撓性部を含む場合には、それはスプール内のスロットの中
、またはスプール外に配置可能である。
【００１２】
　本発明装置は、イヤバッドや他の類似装置で必要とされるように、様々な色、サイズで
提供できる。本発明の特徴は、イヤバッドが必要な他の電子機器のケースに組み込み可能
であるか、他の装置の収納に利用可能である。
【００１３】
　好ましい素材は、射出成形された液体シリコンゴムや他のエラストマーゴム、または可
撓性高分子化合物である。概して、弾性または可撓性を有するいかなる素材でも使用可能
である。本装置は都合よくパッケージし、すぐに使用できる一体型にして販売することが
できる。
【００１４】
　本発明の理解を助けるため、いくらかの説明図あるいは図面が提供されている。当業者
であれば、本発明の精神を逸脱することなく、種々の変更、変形が可能であることに気が
つくであろう。こうした各変更および変形は本発明の範囲内である。
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【図３】 【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【国際調査報告】
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