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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具であって、前記化粧用目元強調材の装着時に
使用者の手首を曲げる必要があるが前記使用者の指先で前記貼付け用具を強く掴む必要が
ないようにするために、前記使用者の指先で前記貼付け用具をほぼ水平に掴持することに
よって前記化粧用目元強調材の装着を容易にする一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用
具において、
　貯蔵容器と、
　一対のアプリケータトレイと、
　一対の付けまつ毛と、
を備えており、
　前記一対のアプリケータトレイが、前記貯蔵容器の中に交換可能に収納され、
　前記一対の付けまつ毛がそれぞれ、前記一対のアプリケータトレイの対応する作業端部
に解放可能に取り付けられ、
　前記一対のアプリケータトレイの対応する他の端部が、前記一対の付けまつ毛の装着を
容易にするために、前記一対の付けまつ毛の装着時に前記使用者の手首を曲げる必要があ
るが前記使用者の指先で前記一対のアプリケータトレイの前記対応する他の端部を強く掴
む必要がないようにするために、前記使用者の指先によってほぼ水平に掴持するためのも
のであり、
　前記貯蔵容器が頂部を有し、
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　前記貯蔵容器の前記頂部が前記頂部内に凹所を有し、
　前記貯蔵容器が前方壁を有し、
　前記貯蔵容器の前記前方壁が前記前方壁を貫通する一対の貫通開口部を有し、
　前記貯蔵容器の前記前方壁の前記一対の貫通開口部がそれぞれ、一対の鳩の尾形のほぞ
穴である、一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具。
【請求項２】
　前記貯蔵容器が略矩形状である、請求項１に記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付
け用具。
【請求項３】
　前記貯蔵容器の前記前方壁の前記一対の貫通開口部が、隣り合う関係で互いに離間され
、
　前記貯蔵容器の前記前方壁の前記一対の貫通開口部が、前記貯蔵容器の前記頂部の前記
凹所に連通されている、請求項１に記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具。
【請求項４】
　前記一対のアプリケータトレイがそれぞれ、前記一対のアプリケータトレイの前記対応
する他の端部がそれぞれ前記貯蔵容器の前記前方壁の前記一対の貫通開口部の前記一対の
鳩の尾形のほぞ穴を通って外に延出した状態で、前記貯蔵容器の前記頂部の前記凹所内に
交換可能に設置される、請求項１に記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具。
【請求項５】
　前記一対のアプリケータトレイがそれぞれ前記貯蔵容器の前記前方壁の前記一対の貫通
開口部の前記一対の鳩の尾形のほぞ穴を通って前記貯蔵容器から意図せずに取り外される
のを防止するために、前記一対のアプリケータトレイがそれぞれ、前記一対のアプリケー
タトレイが曲げられることなく前記貯蔵容器の前記前方壁の前記一対の貫通開口部の前記
一対の鳩の尾形のほぞ穴の中から上方に持ち上げられるのを妨げる幅を有する、請求項１
に記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具。
【請求項６】
　前記一対のアプリケータトレイがそれぞれ、前記一対のアプリケータトレイの前記対応
する他の端部から前記一対のアプリケータトレイの前記対応する作業端部にかけて広がっ
ている、請求項１に記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具。
【請求項７】
　前記一対のアプリケータトレイの前記対応する作業端部がそれぞれ、前記使用者の目蓋
の形に合致するようにアーチ状に凹曲した形状となっており、それにより、前記一対の付
けまつ毛の装着が容易となる、請求項１に記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用
具。
【請求項８】
　前記一対のアプリケータトレイの前記対応する他の端部がそれぞれ、一対の概ね常時下
に曲げられたタブであり、
　前記一対のアプリケータトレイの前記対応する他の端部の前記一対の概ね常時下に曲げ
られたタブがそれぞれ、前記貯蔵容器の前記前方壁に概ね立て掛けられ、前記一対のアプ
リケータトレイが前記貯蔵容器の中から前記貯蔵容器の前記前方壁の方向と反対の方向に
滑り出るのを阻止する、請求項１に記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具。
【請求項９】
　前記一対のアプリケータトレイが、前記アプリケータトレイを貫通する２つの一対の貫
通孔をそれぞれ有する、請求項１に記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具。
【請求項１０】
　前記一対のアプリケータトレイの前記２つの一対の貫通孔がそれぞれ、前記一対のアプ
リケータトレイの前記対応する作業端部にそれぞれ近接して配置されている、請求項９に
記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具。
【請求項１１】
　前記一対のアプリケータトレイが、
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　それぞれ一対の最下表面と、
　それぞれ一対のテープストリップと、
　それぞれ一対の最上表面と、
を有する、請求項９に記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具。
【請求項１２】
　前記一対のアプリケータトレイの前記一対のテープストリップがそれぞれ、前記一対の
アプリケータトレイの前記一対の最下表面にそれぞれ接着され、
　前記一対のアプリケータトレイの前記一対のテープストリップがそれぞれ、前記一対の
アプリケータトレイの前記２つの一対の貫通孔の下に横方向にそれぞれ配置されており、
それにより、前記一対のアプリケータトレイの前記一対のテープストリップからの接着が
それぞれ、前記一対のアプリケータトレイの前記２つの一対の貫通孔を介してそれぞれ前
記一対のアプリケータトレイの前記一対の最上表面からそれぞれ利用できるようになる、
請求項１１に記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具。
【請求項１３】
　前記一対の付けまつ毛がそれぞれ、前記一対のアプリケータトレイの前記２つの一対の
貫通孔を介してそれぞれ利用可能である前記一対のアプリケータトレイの前記一対のテー
プストリップからの接着によってそれぞれ、前記一対のアプリケータトレイの前記対応す
る作業端部の形に合致するようにアーチ状に凹曲した形状になって前記一対のアプリケー
タトレイの前記対応する作業端部に解放可能に貼り付けられており、且つ、前記一対のア
プリケータトレイの前記対応する作業端部から外方にわずかに延出されている、請求項１
１に記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具。
【請求項１４】
　前記一対の付けまつ毛が、前記一対の付けまつ毛を前記使用者のまつ毛に解放可能に貼
り付けるための貼付用品を有する、請求項１に記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付
け用具。
【請求項１５】
　前記貼付用品が、
　接着剤と、
　剥離シートと、
を備える、請求項１４に記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具。
【請求項１６】
　前記貼付用品の前記接着剤が、前記一対の付けまつ毛に沿ってそれぞれ延在しており、
使用前、前記貼付用品の前記剥離シートによってそれぞれ保護されている、請求項１５に
記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具。
【請求項１７】
　前記貼付用品が接着剤を備える、請求項１４に記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼
付け用具。
【請求項１８】
　前記貼付用品の前記接着剤が、前記一対の付けまつ毛に沿ってそれぞれ塗布される、請
求項１７に記載の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具。
【請求項１９】
　前記貼付用品の前記接着剤がチューブによって提供される、請求項１７に記載の一体型
の化粧用目元強調材及び貼付け用具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、化粧用目元強調材（cosmetic eye-enhancer）に関するものであ
り、より具体的には、本発明の実施形態は、一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具（
applier）であって、化粧用目元強調材の装着時に使用者の手首を曲げる必要があるが使
用者の指先で貼付け用具を強く掴む必要がないようにするために、使用者の指先で貼付け
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用具をほぼ水平に掴持することによって化粧用目元強調材の装着を容易にする一体型の化
粧用目元強調材および貼付け用具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　適切な化粧用ツールを持つことは、間違いなく正確に化粧を行うため必須である。
【０００３】
　現今、市場には複数の化粧用ツールがあり、各々が独自の特定の用途がある。時として
、人々は、１つ以上の作業を行うために１つの化粧用ツールを利用していた。例えば、付
けまつ毛を貼付けおよび／または着用する個人は、付けまつ毛の貼付けを補助するのに、
先端の幅が狭いピンセットを使用していたかもしれない。これらの先端の幅が狭いピンセ
ットは、通常、細い毛を取り除くように設計されており、まつ毛を掴持するように設計さ
れていない。先端の幅が狭いピンセットは、付けまつ毛を掴持するのに使用された場合、
数本のまつ毛だけを掴持するだろうし、貼り付け中に付けまつ毛をより良く制御できない
であろう。
【０００４】
　複数の化粧用ツールが、付けまつ毛を貼り付けるのを補助するために開発されるのと同
時に、別の意図された用途を有する他のツールが、まつ毛の上に設置する作業を補助する
ために代用されてきた。
【０００５】
　従来、付けまつ毛、それらのアプリケータ、およびそれらの接着剤のための多くのイノ
ベーションが提供されてきており、それらのイノベーションを技術的な進歩を示すために
下記のとおり時系列順に記載した。これらのイノベーションは、それらのイノベーション
が対処する個々の特定の用途に適しているかもしれないが、それにもかかわらず、それら
のイノベーションは、一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具であって、化粧用目元強
調材の装着時に使用者の手首を曲げる必要があるが使用者の指先で貼付け用具を強く掴む
必要がないようにするために、使用者の指先で貼付け用具をほぼ水平に掴持することによ
って化粧用目元強調材の装着を容易にする一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具を教
示していないという点で、本発明と異なる。
【０００６】
　下記の特許文献１は、付けまつ毛を貼り付けるのに特に適した化粧用品アプリケータを
教示している。前記アプリケータは、化粧用品を着用者の肌に接着係合させる操作のため
に化粧用品が仮着される支持面を備える。化粧用品が仮着される面は、接着媒体、好まし
くは、汚染物質を除去して接着剤の粘着性を復活させるために洗浄可能なシリコーン系接
着剤を備える。化粧用品を肌に適用する際に、外科用テープが利用され、この外科用テー
プは、テープを支持面上の化粧用品に適合させるために圧縮可能な表面に支持される。
【０００７】
　下記の特許文献２は、付けまつ毛掴持具のための装飾的意匠を教示している。
【０００８】
　下記の特許文献３は、支持糸に取り付けられると共に人間の上まつ毛の上に取り付け可
能なプラスチックフィルムに接合された複数の毛束を備える付けまつ毛構造を教示してい
る。フィルムは、アイシャドーの役割を果たすように着色されてもよい。
【０００９】
　下記の特許文献４は、複数の長い繊維から、結び付けられていない一群の付けまつ毛を
作るための付けまつ毛システムを教示している。複数の長い繊維は、主紐の周りに予備的
な結び目で結び付けられている。長い繊維は、主紐から、所望のまつ毛の長さに対応する
間隔だけ離れた位置で切り整えられる。予備的な結び目およびそこから識別可能な間隔に
接合剤が塗布され、それにより、接合剤の塊が形成される。予備的な結び目は、接合剤の
塊を切断することによって除去され、それにより、結び付けられていない一群の付けまつ
毛が形成される。
【００１０】
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　下記の特許文献５は、付けまつ毛の元の接着剤がその接着性を失ったときに、付けまつ
毛をその元の接着剤でまつ毛に取り付けるための器具を教示している。前記器具は、コア
と、取付け要素を形成するためにコアを囲繞する接着コーティングと、を備える。接着コ
ーティングは、付けまつ毛に沿ってコアを取り付け、また、それから、付けまつ毛を目蓋
に取り付けさせる。前記器具はさらに、第一基板と、第一基板上に配置されると共に複数
の取付け要素を有する第二基板と、複数の剥離シートカバーと、第一基板上に配置された
少なくとも一対の付けまつ毛と、を備えており、複数の取付け要素は、第二基板に沿って
縦方向に離間されていると共に、各取付け要素の接着コーティングによって解放可能に保
持されており、複数の剥離シートカバーの各々が、使用前に関連の取付け要素を覆って保
護すると共に、関連の取付け要素の接着コーティングによってそこに解放可能に保持され
る。
【００１１】
　下記の特許文献６は、付けまつ毛を目蓋に取り付けるための接着器用の改良したコアを
教示している。接着器は、コアと、取付け要素を形成するためにコアを囲繞する接着コー
ティングと、カードである第一基板であって、第一基板を貫通する吊下げディスプレイ用
のディスプレイ貫通孔を有する上領域と下領域とを持つ面を有する第一基板と、ディスプ
レイ貫通孔の下、第一基板の上領域に配置された第二基板と、別々であって互いに分離し
た複数の剥離シートカバーと、を有するタイプのものである。改良点としては、コアが、
並んで置かれているが、捻じれたり編まれたり織り込まれたり巻き付いたり互いに織り交
ぜたりされていない複数の合成繊維であることが挙げられる。各合成繊維は、細く、滑ら
かで、柔らかくて曲げやすいままになるように接着コーティングを吸収しない。
【００１２】
　下記の特許文献７は、中央部分で互いに結合された２つのアームを有するほぼＵ字形状
の手持ち工具である付けまつ毛アプリケータを教示している。前記アームは、互いの鏡像
であり、互いに平行している。各アームは、端部分と、首部分と、操作部分と、を有する
。前記中央部分のそれぞれの側方に、各アームの操作部分が位置する。前記端部は、幅が
あって、付けまつ毛を掴持するのに役立つわずかに凹曲した縁部を有する。アプリケータ
の端部の幅は、アプリケータが、ごくわずかのまつ毛ではなくて、付けまつ毛の約４分の
３以下を、一度により正確に把持することを可能にする。アプリケータは可撓性および弾
性がある材料で構成されており、それにより、アプリケータをそのほぼＵ字形の形状に折
り畳むことができると共に操作することができる。
【００１３】
　下記の特許文献８は、まつ毛保持台を美容師の手の甲に固定するための器具を教示して
おり、該器具は、指リングを有しており、まつ毛保持台に取り外し可能に取り付けること
ができ、まつ毛保持台の位置を美容師の手の甲の付近に保持するために美容師の指に付け
るためのものである。
【００１４】
　下記の特許文献９は、第一コンパクトを備える化粧用容器システムを教示しており、第
一コンパクトは、前記第一コンパクトを、別の第一コンパクトの側面および底面に、又は
より小さい寸法のコンパクトに解放可能に取り付けるための装置を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】米国特許第３５１６４２３号明細書
【特許文献２】米国意匠登録第２２３７８７号
【特許文献３】米国特許第３８８０１７５号明細書
【特許文献４】米国特許第５５４７５２９号明細書
【特許文献５】米国特許第６０２９６７４号明細書
【特許文献６】米国特許第６３０８７１６号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００５／０１６６９３９号明細書
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【特許文献８】米国特許第７２２２６２９号明細書
【特許文献９】米国特許出願公開第２００９／００４４８２７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　使用されるように構成された、付けまつ毛のための多くのイノベーション、それらのア
プリケータ、およびそれらの接着剤が従来から提供されてきたことが分かる。さらに、こ
れらのイノベーションは、それらのイノベーションが対処する個々の特定の用途に適して
いるかもしれないが、それにもかかわらず、これらのイノベーションは、前述のとおり、
本発明の実施形態の用途、つまり、一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具であって、
化粧用目元強調材の装着時に使用者の手首を曲げる必要があるが使用者の指先で貼付け用
具を強く掴む必要がないようにするために、使用者の指先で貼付け用具をほぼ水平に掴持
することによって化粧用目元強調材の装着を容易にする一体型の化粧用目元強調材及び貼
付け用具に適さないであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　よって、本発明は、従来技術の欠点を回避する一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用
具であって、化粧用目元強調材の装着時に使用者の手首を曲げる必要があるが使用者の指
先で貼付け用具を強く掴む必要がないようにするために、使用者の指先で貼付け用具をほ
ぼ水平に掴持することによって化粧用目元強調材の装着を容易にする一体型の化粧用目元
強調材及び貼付け用具を提供することを目的とする。
【００１８】
　簡潔に述べると、本発明の他の目的は、一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具であ
って、化粧用目元強調材の装着時に使用者の手首を曲げる必要があるが使用者の指先で貼
付け用具を強く掴む必要がないようにするために、使用者の指先で貼付け用具をほぼ水平
に掴持することによって化粧用目元強調材の装着を容易にする一体型の化粧用目元強調材
及び貼付け用具を提供することである。一対のアプリケータトレイは、貯蔵容器の中に交
換可能に収納されている。一対の付けまつ毛はそれぞれ、一対のアプリケータトレイの対
応する作業端部に解放可能に取り付けられている。一対のアプリケータトレイの対応する
他の端部は、一対の付けまつ毛の装着時に使用者の手首を曲げる必要があるが使用者の指
先で一対のアプリケータトレイの対応する他の端部を強く掴む必要がないようにするため
に、使用者の指先でほぼ水平に掴持される。
【００１９】
　本発明の実施形態の特性が考慮された新規な特徴は、添付された特許請求の範囲で明ら
かになっている。しかしながら、本発明の実施形態は、その更なる目的および効果と共に
それらの構造およびそれらの操作方法に関して添付図面に関連付けて特定の実施形態の説
明を読んで理解されたとき、最も理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　本発明のある実施形態の上記又は他の態様、特徴および効果は、添付図面と併用される
下記の詳細な説明によってより明らかとなるであろう。
【００２１】
【図１】図１は、本発明の実施形態の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具の斜視図
であって、化粧用目元強調材の装着時に使用者の手首を曲げる必要があるが使用者の指先
で貼付け用具を強く掴む必要がないようにするために、使用者の指先で貼付け用具をほぼ
水平に掴持することによって化粧用目元強調材の装着を容易にする一体型の化粧用目元強
調材及び貼付け用具の斜視図である。
【図２】図２は、図１において矢印２によって示された本発明の実施形態の一体型の化粧
用目元強調材及び貼付け用具の側面図であって、使用者の手首を曲げる必要があるが使用
者の指先で貼付け用具を強く掴む必要がないようにするために、使用者の指先で貼付け用



(7) JP 5951797 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

具をほぼ水平に掴持することによって装着する一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具
の側面図である。
【図３】図３は、図１において矢印３によって示された本発明の実施形態の一体型の化粧
用目元強調材及び貼付け用具の前面図であって、使用者の手首を曲げる必要があるが使用
者の指先で貼付け用具を強く掴む必要がないようにするために、使用者の指先で貼付け用
具をほぼ水平に掴持することによって装着する一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具
の前面図である。
【図４】図４は、図１の矢印４によって示された本発明の実施形態の一体型の化粧用目元
強調材及び貼付け用具の拡大斜視図である。
【図５】図５は、概して図４の矢印５の方向から見た本発明の実施形態の一体型の化粧用
目元強調材及び貼付け用具の平面図である。
【図６】図６は、図５の線６－６に沿って切断された断面図である。
【図７】図７は、図５の線７－７に沿って見た前方側面図である。
【図８】図８は、図５の線８－８に沿って切断した断面図である。
【図９】図９は、図５の矢印９によって示された本発明の実施形態の一体型の化粧用目元
強調材及び貼付け用具の拡大斜視図である。
【図１０】図１０は、図９に示された本発明の実施形態の一体型の化粧用目元強調材及び
貼付け用具の分解斜視図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施形態の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具の貼
付用品の第一の実施形態の斜視図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施形態の一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具の貼
付用品の第二の実施形態の斜視図である。
【図１３】図１３は、図１１に示された貼付用品の実施形態の図１１の線１３－１３に沿
って切断された拡大分解図であるが、本発明の実施形態の一体型の化粧用目元強調材及び
貼付け用具の貯蔵容器の中にある状態の拡大分解図である。
【図１４】図１４は、図１２に示された貼付用品の実施形態の図１２の線１４－１４に沿
って切断された拡大分解図であるが、本発明の実施形態の一体型の化粧用目元強調材及び
貼付け用具の貯蔵容器の中にある状態の拡大分解図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、添付図面を参照しながら好適な実施形態を詳細に説明する。同じ番号が同じ部分
を指す図面、とりわけ図１から図３を参照すると、本発明の実施形態の一体型の化粧用目
元強調材及び貼付け用具は、２０で示されており、化粧用目元強調材２２の装着時に使用
者２８の手首を曲げる必要があるが使用者２８の指先２６で貼付け用具２４を強く掴む必
要がないようにするために、使用者２８の指先２６で貼付け用具２４をほぼ水平に掴持す
ることによって化粧用目元強調材２２の装着を容易にするものである。
【００２３】
　一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具２０の構成は、図４から図１０において最も
よく見ることができる。一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具２０は、貯蔵容器３０
と、一対のアプリケータトレイ３２と、一対の付けまつ毛３４と、を備えている。
【００２４】
　一対のアプリケータトレイ３２は、貯蔵容器３０の中に交換可能に収納されている。
【００２５】
　一対の付けまつ毛３４はそれぞれ、一対のアプリケータトレイ３２の対応する作業端部
３６に解放可能に取り付けられており、それと同時に、一対のアプリケータトレイ３２の
対応する他の端部３８はそれぞれ、一対の付けまつ毛３４の装着を容易にするために、一
対の付けまつ毛３４の装着時に使用者２８の手首を曲げる必要があるが使用者２８の指先
２６で一対のアプリケータトレイ３２の対応する他の端部３８を強く掴む必要がないよう
にするために、使用者２８の指先２６によってほぼ水平に掴持するためのものである。
【００２６】



(8) JP 5951797 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

　貯蔵容器３０は、略矩形状であり、頂部４０と前方壁４２とを有している。
【００２７】
　貯蔵容器３０の頂部４０は、その頂部内に凹所４４を有しており、貯蔵容器３０の前方
壁４２は、前方壁４２を貫通する一対の貫通開口部４６を有している。
【００２８】
　貯蔵容器３０の前方壁４２の一対の貫通開口部４６は、隣り合う関係で、互いに離間さ
れていると共に、貯蔵容器３０の頂部４０の凹所４４に連通されている。
【００２９】
　貯蔵容器３０の前方壁４２の一対の貫通開口部４６はそれぞれ、一対の鳩の尾形（ダブ
テール形、dovetailed）のほぞ穴４８である。
【００３０】
　一対のアプリケータトレイ３２はそれぞれ、一対のアプリケータトレイ３２の対応する
他の端部３８がそれぞれ貯蔵容器３０の前方壁４２の一対の貫通開口部４６の一対の鳩の
尾形のほぞ穴４８を通って外に延出した状態で、貯蔵容器３０の頂部４０の凹所４４内に
交換可能に設置されている。
【００３１】
　一対のアプリケータトレイ３２がそれぞれ貯蔵容器３０の前方壁４２の一対の貫通開口
部４６の一対の鳩の尾形のほぞ穴４８を通って貯蔵容器３０から意図せずに取り外される
のを防止するために、一対のアプリケータトレイ３２はそれぞれ、一対のアプリケータト
レイ３２が曲げられることなく貯蔵容器３０の前方壁４２の一対の貫通開口部４６の一対
の鳩の尾形のほぞ穴４８の中から上方に持ち上げられるのを妨げる幅を有する。
【００３２】
　一対のアプリケータトレイ３２はそれぞれ、一対のアプリケータトレイ３２の対応する
他の端部３８から一対のアプリケータトレイ３２の対応する作業端部３６にかけて広がっ
ている。
【００３３】
　一対のアプリケータトレイ３２の対応する作業端部３６はそれぞれ、使用者２８の目蓋
の形に合致するようにアーチ状に凹曲した形状となっており、それにより、一対の付けま
つ毛３４の装着が容易となり、かつ、一対のアプリケータトレイ３２の対応する他の端部
３８はそれぞれ、一対の概ね常時下に曲げられたタブ５０であり、これらのタブ５０はそ
れぞれ、貯蔵容器３０の前方壁４２に概ね立て掛けられ、一対のアプリケータトレイ３２
が貯蔵容器３０の中から貯蔵容器３０の前方壁４２の方向と反対の方向に滑り出るのを阻
止する。
【００３４】
　一対のアプリケータトレイ３２は、アプリケータトレイ３２を貫通する２つの一対の貫
通孔５２をそれぞれ有する。一対のアプリケータトレイ３２の２つの一対の貫通孔５２は
それぞれ、一対のアプリケータトレイ３２の対応する作業端部３６にそれぞれ近接して配
置されている。
【００３５】
　一対のアプリケータトレイ３２はそれぞれ、一対の最下表面５４と、一対のテープスト
リップ５６と、一対の最上表面５８と、をさらに有する。一対のアプリケータトレイ３２
の一対のテープストリップ５６はそれぞれ、一対のアプリケータトレイ３２の一対の最下
表面５４にそれぞれ接着されていると共に、一対のアプリケータトレイ３２の２つの一対
の貫通孔５２の下に横方向にそれぞれ配置されており、それにより、一対のアプリケータ
トレイ３２の一対のテープストリップ５６からの接着がそれぞれ、一対のアプリケータト
レイ３２の２つの一対の貫通孔５２を介してそれぞれ一対のアプリケータトレイ３２の一
対の最上表面５８からそれぞれ利用できるようになる。
【００３６】
　一対の付けまつ毛３４はそれぞれ、一対のアプリケータトレイ３２の２つの一対の貫通
孔５２を介してそれぞれ利用可能である一対のアプリケータトレイ３２の一対のテープス
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トリップ５６からの接着によってそれぞれ、一対のアプリケータトレイ３２の対応する作
業端部３６の形に合致するようにアーチ状に凹曲した形状になって一対のアプリケータト
レイ３２の対応する作業端部３６に解放可能に貼り付けられており、且つ、一対のアプリ
ケータトレイ３２の対応する作業端部３６から外方にわずかに延出されている。
【００３７】
　一対の付けまつ毛３４は、貼付用品６０を有している。一対の付けまつ毛３４の貼付用
品６０は、一対の付けまつ毛３４を使用者２８のまつ毛に解放可能に貼り付けるためのも
のである。
【００３８】
　貼付用品１６０の特定の構成は、図１１及び１３に最もよく見ることができる。貼付用
品１６０は、接着剤１６２と剥離シート１６４とを備える。貼付用品１６０の接着剤１６
２は、一対の付けまつ毛３４に沿ってそれぞれ延在しており、使用前、貼付用品１６０の
剥離シート１６４によってそれぞれ保護されている。
【００３９】
　貼付用品２６０の特定の構成は、図１２及び１４に最もよく見ることができる。貼付用
品２６０は接着剤２６２を備える。貼付用品２６０の接着剤２６２は、一対の付けまつ毛
３４に沿ってそれぞれ塗布されており、好ましくは、チューブ２６４によって提供される
。
【００４０】
　上記した要素は、それぞれ単独で又は２つ以上を組み合わせて、上記したタイプとは異
なる他のタイプの構造にも有効に利用できることが理解されるべきである。
【００４１】
　本発明の実施形態は、化粧用目元強調材の装着時に使用者の手首を曲げる必要があるが
使用者の指先で貼付け用具を強く掴む必要がないようにするために、使用者の指先で貼付
け用具をほぼ水平に掴持することによって化粧用目元強調材の装着を容易にする一体型の
化粧用目元強調材および貼付け用具において具現化されるように図示されると共に説明さ
れているが、当業者によって、本発明の実施形態の精神の範囲から逸脱せずに、図示され
た本発明の実施形態の形式および詳細における種々の省略、変更、置換及び変更、並びに
それらの運用が行なわれ得ることは理解されるだろうから、本発明の実施形態は詳細に示
されたものに限定されない。
【００４２】
　更なる検討を行わなくても、上記したところは本発明の実施形態の要旨を充分に明らか
にしているので、現在の知識を活用することによって、従来技術の観点から、本発明の実
施形態の一般的または特定の態様の特性を正しく構成する特徴を省略することなく、本発
明の実施形態を適合させて様々に応用することは容易である。
【符号の説明】
【００４３】
　　２０　・・・一体型の化粧用目元強調材及び貼付け用具
　　２２　・・・化粧用目元強調材
　　２４　・・・貼付け用具
　　２６　・・・指先
　　２８　・・・使用者
　　３０　・・・貯蔵容器
　　３２　・・・アプリケータトレイ
　　３４　・・・付けまつ毛
　　３６　・・・対応する作業端部
　　３８　・・・対応する他の端部
　　４０　・・・頂部
　　４２　・・・前方壁
　　４４　・・・凹所
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　　４６　・・・貫通開口部
　　４８　・・・鳩の尾形のほぞ穴
　　５０　・・・概ね常時下に曲げられたタブ
　　５２　・・・貫通孔
　　５４　・・・最下表面
　　５６　・・・テープストリップ
　　５８　・・・最上表面
　　６０　・・・貼付用品
　　１６０　・・・貼付用品
　　１６２　・・・接着剤
　　１６４　・・・剥離シート
　　２６０　・・・貼付用品
　　２６２　・・・接着剤
　　２６４　・・・チューブ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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