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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　剃毛カミソリであって、
　一方の側面に１枚以上の主剃毛ブレードを有するハウジングと、
　前記ハウジングにおける前記主剃毛ブレードが設けられた側面とは反対側の後部に取り
付けられ、トリムブレード刃先を有するトリムブレードと、
　前記ハウジングに固定される第１端部を有する細長いハンドルと、
を備え、
　前記ハンドルが、前記第１端部において、前記主剃毛ブレードと同じ側に指パッドを有
し、
　前記指パッドは、ユーザーが前記トリムブレードの真下に沿って親指または指を置くこ
とが可能となるよう配置されている、剃毛カミソリ。
【請求項２】
　前記指パッドがエラストマー材で作られている、請求項１に記載の剃毛カミソリ。
【請求項３】
　前記主剃毛ブレードは３枚以上である、請求項１に記載の剃毛カミソリ。
【請求項４】
　前記主剃毛ブレードは４枚以上である、請求項１に記載の剃毛カミソリ。
【請求項５】
　前記主剃毛ブレードは５枚以上である、請求項１に記載の剃毛カミソリ。
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【請求項６】
　前記ハウジングが、トリムブレードが毛を切るときに前記ハウジングが旋回するのを防
ぐための休止時停止位置を有する連結部によって、前記ハンドルに枢結されている、請求
項１に記載の剃毛カミソリ。
【請求項７】
　前記ハンドルが、前記第１端部において、前記主剃毛ブレードと同じ側においてくぼん
でいるカーブを有する、請求項１に記載の剃毛カミソリ。
【請求項８】
　前記指パッドの形状は楕円形となっている、請求項１に記載の剃毛カミソリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トリムブレードを有する剃毛カミソリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば、ジレット社（The Gillette Company）により３枚刃のマッハスリー（Ma
ch III）カミソリとして商品化された設計様式について全般的に記載する、米国特許第５
，７８７，５８６号に記載される特許文献において、様々な数のブレードを有する剃毛カ
ミソリが考案され、商品化されてきた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　剃毛カミソリ上のブレードの数を増やすと、一般に、カミソリの剃毛効率が高まり、皮
膚上の圧縮力の配分が改善される傾向にあるが、抵抗力が高まり、操作性が低下し、また
例えばもみあげや鼻付近をトリムする能力が低下する傾向もあり得る。参考として本明細
書に組み込まれる米国特許第６，２７６，０６１号は、トリムするため、３枚刃のカミソ
リの後方に、角度を成すブレード支持体上に据え付けられた追加ブレードを配置すること
について記載している。この特許は、ブレードをハウジング上に固定する方法については
記載しておらず、本明細書で図１４に示すように、マッハスリーカミソリで採用された種
類のカートリッジ及びハンドル設計上にブレードを取り付けて示している。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一態様において、本発明は一般に、前面に主ガードを有し、後部の上面に主キャップを
有し、主ガードと前記主キャップとの間に１枚以上の主剃毛ブレードを有するハウジング
と、ハウジングの後部に据え付けられ、上面から離れた方を向くトリムブレード刃先を有
するトリムブレードを包含する剃毛カミソリを特徴とする。カミソリはまた、ハウジング
に固定される末端部にカーブを有する細長いハンドルを有し、該カーブは、主ブレードと
同じ側がくぼんだ状態である。
【０００５】
　別の態様において、本発明は一般に、主ガード、主キャップ、主ガードと主キャップと
の間の１枚以上の主剃毛ブレード、上面から離れた方を向く刃先を有するハウジングの後
部のトリムブレード、を有するハウジングと、ハウジングに固定されるハンドルの末端部
において、主ブレードと同じ側に指パッドを有する細長いハンドルと、を包含する剃毛カ
ミソリを特徴とする。
【０００６】
　別の態様において、本発明は一般に、主ガード、主キャップ、主ガードと主キャップと
の間の１枚以上の主剃毛ブレード、上面から離れた方を向く刃先を有するハウジングの後
部のトリムブレード、を有するハウジングと、該ハウジングに固定されるハンドルの末端
部において、２つの部分の間に領域が存在するように２つの部分に分岐した細長いハンド
ルと、を包含する剃毛カミソリを特徴とする。
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【０００７】
　本発明の特定の実施形態は、以下の特徴の１つ以上を包含してもよい。指パッドは、エ
ラストマー材で作ることができる。ハンドルは、指パッドへのアクセスを提供する取り除
かれた部分を有し得る。３枚又は４枚又は５枚又はそれ以上の主ブレードが存在し得る。
ハウジングは、トリムブレードが毛を切断するときの前記ハウジングの旋回を防ぐために
、休止時停止位置を有する連結部によってハンドルに枢結することができる。
【０００８】
　本発明の実施形態は、以下の利点の１つ以上を包含してもよい。主ブレードと同じ側に
あるハンドルのカーブ、同じ側にある指パッド、及び分岐ハンドルによって与えられた指
パッドへのアクセスにより、ユーザーは、更なる精度及び制御をもたらすために、ユーザ
ーの皮膚上のもみあげ又は他のほおひげ若しくは毛をトリムするとき、トリムブレードの
真下に沿って親指又は指を置くことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】剃毛カミソリの斜視図。
【図２】ハンドルから分離した取替え式カートリッジを示す、図１のカミソリの斜視図。
【図３】主ブレードを取り除いた状態の、図１のカミソリのブレードユニットの斜視図。
【図４】図３のブレードユニットのトリム組立体の平面図。
【図５】図４のトリム組立体の背面図。
【図６】図４のトリム組立体の底面図。
【図７】図４のトリム組立体の正面図。
【図８】図６の８－８で取った、図３のブレードユニットのハウジングの垂直断面図。
【図９】図６の９－９で取った、図３のブレードユニットの部分の垂直断面図。
【図１０】図６の９－９で取った、図３のブレードユニットの一部分の垂直断面図。
【図１１】ブレードを取り除いた状態の、図３のブレードユニットの斜視図。
【図１２】図３のブレードユニットのハウジング後方の斜視図。
【図１３】トリムブレードを取り除いた状態の、トリム組立体の代替実施形態のブレード
支持体構成要素の斜視図。
【図１４】剃毛するために皮膚にあてがわれた従来技術の装置を示している。
【図１５】剃毛するために皮膚にあてがわれた図１のカミソリを示している。
【図１６】図１５に示した配向から９０°回転された図１のカミソリを示している。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明のその他の利点及び特徴は、以下の特定実施形態の説明から、また請求項から明
らかとなるであろう。
【００１１】
　図１及び２に関して、剃毛カミソリ１０は、使い捨てカートリッジ１２とハンドル１４
とを包含する。カートリッジ１２は、Ｓ字ハンドル１４に連結する連結部材１８と、連結
部材１８に枢結されたブレードユニット１６とを包含する。ブレードユニット１６は、プ
ラスチックハウジング２０、ハウジング２０の前方の主ガード２２、ハウジング２０の後
方の潤滑ストリップ２６を有するキャップ２４、主ガード２２と主キャップ２４との間の
５枚の細長いブレード２８、及び留め具３２（これはまた、ハウジング２０上にブレード
２８を保持させる）によってハウジング２０の後方に取り付けられたトリムブレード組立
体３０を包含する。
【００１２】
　図３に関して、トリムブレード組立体３０は、ハウジング２０の後部に固定されており
、その上に据え付けられたブレード支持体５０２とトリムブレード５０４とを包含する。
ブレード支持体５０２は、切断及び成形された厚さ０．０２８ｃｍ（０．０１１インチ）
のステンレス鋼シートメタルで作られ、トリムブレード５０４を支持してトリムガード及
びキャップ表面を画定するための、並びにハウジング２０へ取り付けるための構造体を提
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供する。
【００１３】
　図３～９に関して、ブレード支持体５０２は、後壁５０６、２つの末端部において後壁
５０６の頂部から曲がって前方に伸びる上部タブ５０８、５１０、後壁５０６の底部にお
いて後壁５０６の長さに沿って曲がって前方に伸びる下壁５１２、及び２つの横側面部５
１４、５１６（その各々は、後壁５０６の末端部にて各側面から曲がって前方に伸びる側
部タブ５１８と、下壁５１２の各末端部から曲がって上方に伸びる垂直タブ５２０とで作
られている）を有する。
【００１４】
　後壁５０６の中央部は、その下部が開いており、後壁５０６の下部終端面５２６と、下
壁５１２から上方に伸びるトリムガード５２８との間に位置する間隙５２２を提供する。
２つの位置整合面５３０は、終端面５２６の２つの末端部において、終端面５２６の基部
から精確な距離をおいて配置されている。トリムブレード５０４は、トリムブレード５０
４の刃先５３６を位置整合面５３０と整列させた状態で、１３箇所のスポット溶接５３４
によって後壁５０６の内面５３２に溶接される。ユーザーの皮膚と接触する間隙５２４を
取り囲む縁部はすべて、丸みを帯びており、ユーザーに触れないように０．２ｍｍの曲率
半径を備える。
【００１５】
　図３、５～１０に関して、間隙５２２は、トリムブレード５０４の刃先５３６を露出さ
せる。図９において恐らく最もよく分かるように、後壁５０６及びその下部終端面５２６
は、トリムブレード５０４及びその刃先５３６のためのトリムキャップ５３５を提供し、
トリムブレード５０４の露出を画定する。図３及び１０に関して、２つの皮膚保護用突起
部５３７は、ユーザーの皮膚がトリム刃先５３６とトリムガード５２８との間の空間の中
に張り出し得る量を制限するために、２つの末端部から、トリム刃先５３６からトリムガ
ード５２８までの接線の後方の空間にわたる入り口部分を区切っている。
【００１６】
　図４及び６に関して、上部側面タブ５０８及び５１０は、上部スロット５３８を有し、
下壁５１２は、トリムブレード組立体３０をハウジング２０に固定するために使用する留
め具３０を受け入れるための一直線に並んだスロット５４０を有する。図３及び６に関し
て、下壁５１２はまた、ハウジング２０上の適切な位置に組立体３０を位置整合及び保持
するのを容易にするために、ハウジング２０上の突起部５４４と噛み合うための凹部５４
２を有する。
【００１７】
　図３、６、８、９、１１、１２に関して、下壁はまた、剃毛中に刃先５３６の後方及び
下方領域から剃毛片を除去するために、ハウジング２０内の４つの凹んだ破片除去用通路
５４８と位置整合された４つの破片除去スロット５４６を有する。
【００１８】
　製造中、ブレード支持体５０６をシートメタルから形成し、切断する。次に、トリムブ
レード５０４は、刃先５３６を自動配置部材を有する位置整合面５３０と一直線にさせた
状態で、内面５３２に接して配置され、その後、トリム刃先５６をトリムガード５２８及
びトリムキャップ５３４に対して正確な位置においた状態で、スポット溶接５３４によっ
て内面５３２に固定される。次に、トリム組立体３０は、下壁５１２上の凹部５４２をハ
ウジング２０上の突起部５４４と位置整合させた状態で、トリム組立体３０をハウジング
２０の後方を覆って前方へ滑らせることによって、ハウジング２０の後部に配置される。
同時に、ハウジング２０上の上部圧潰隆起（crush bumps）５５２及び下部圧潰隆起５５
４（図８）は、ハウジング２０の後部の方へ組立体３０を前方に動かすとき、上部タブ５
０８、５１０と下壁５１２との間に加わる圧縮によって変形される。次に、組立体３０は
、留め具３２によってハウジング２０に固定され、留め具は、ブレード支持体５０６上の
上部スロット５３８と、下部スロット５４０と、ハウジング２０を通して位置整合された
スロット５５０と、を通る。
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【００１９】
　使用中、剃り手は、親指が主ガード２２付近の側面上の指パッド７２６（図１４及び１
５）上にくるようにハンドル１４を通常の握り位置から１８０°回転させ、例えば、他の
方法では剃りにくい位置にある毛を剃る場合、ほおひげの下端、又は口ひげ若しくはあご
ひげの縁、又は剃り手の鼻下をきれいにするための所望の位置において、ブレードユニッ
トの後方を、トリムするべき毛の縁に沿って、トリムブレード５０４で剃るべき皮膚区域
の方へ動かす。ブレードユニット１６は、その休止時に連結部材１８に対する停止位置に
位置しており、故に、ユーザーがブレードユニット１６の後方及び刃先５３６を皮膚に押
し付け、次に、これを皮膚の上で横方向に動かして毛をトリムするときに旋回することが
ない。トリム中に刃先５３６の裏側の領域に向う切断された毛及び他の剃毛片は、ハウジ
ング２０内の破片除去用通路５４８を通り抜け、トリム中に下壁にある一直線に並んだ破
片除去スロット５４６、並びに全領域、並びに破片除去用通路及びスロットは、水の中で
すすぐ間、例えば剃毛ストローク又はトリムストロークの間に簡単にきれいになる。切断
された毛及び剃毛片はまた、通路５４８の後部及び下壁５１２の上の通路５４９を通り抜
けることができる。
【００２０】
　トリムブレード５０４の刃先５３６の、ブレードユニットの後壁５０６に対して引っ込
んだ配置により、カートリッジ１２及びカミソリ１０の取扱い中、ユーザーの皮膚を切ら
ないようにする。トリムブレード及びトリムガードを、剃毛カミソリブレードユニットの
ハウジングに取り付けた共通の組立体に含めることにより、トリムブレードに対してトリ
ムガードを精確に位置決めすることが容易になり、精確なトリムブレードの接線角及びト
リムブレードの範囲を提供する。
【００２１】
　図１３に関して、代替のブレード支持体６００は、離間した部分６０４を有する櫛状ガ
ード６０２を包含しており、剃毛片の除去を容易にし、もみあげ及び他の長い毛のトリム
を容易にし、また製造プロセスにおいてガードを形成する間にガード表面を精確に配置す
ることを容易にする。ブレード支持体６００はまた、トリムブレード５０４とハウジング
２０（図９参照）の間に挟まった毛を除去するための、すすぎ用開口部６０６を有する。
この実施形態では、ハウジング２０とブレードとの間の空間は、切断した毛及び剃毛片の
除去を容易にするために、図１０に示したものよりも大きく作られる。
【００２２】
　図１４に関して、カミソリ７００におけるマッハスリー型のハンドル設計では、精確な
制御を提供するために、ハンドル７０２の末端部が第１カーブ７０６と第２逆カーブ７０
８とを含むＳ字カーブ７０４を含み、カーブは、皮膚表面７１４上をトリムする際、カー
トリッジ７１２の末端部７１０にあるトリムブレードを使用するときにユーザーが好んで
親指又は指を置く位置において張り出していることが分かる。
【００２３】
　図１５及び１６に関して、ハンドル１４は、末端部において、主ブレード２８と同じ側
がくぼんだ単一の緩やかなカーブ７２０を包含する。ハンドル１４は、２つの部分７２２
、７２４に分岐しており、それらの間に何も無い領域を備え、カーブ７２０のくぼんだ側
に配置された指パッド７２６にアクセスできるようにしている。主ブレード及び指パッド
７２６と同じ側にある緩やかなカーブ７２０、並びに分岐ハンドルによってもたらされた
パッド７２６へのアクセスにより、ユーザーは、ユーザーの皮膚７３０上のもみあげ又は
他のほおひげ若しくは毛をトリムするとき、図１４に示した始端７２８に配置されている
トリムブレード５０４の真下に沿って親指又は指を置くことが可能となる。指パッド７２
６は、エラストマー材で作られており、良好な係合をもたらすための突起部を有する。部
分７２２、７２４の内側表面７３２、７３４は、指パッド７２６にアクセスできるように
取り除かれている。
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