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(57)【要約】
　本発明は、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を
有する化粧品に関し、より詳しくは、凹凸が形成されて
いる加熱された金属モールドで含浸部材の表面を加圧し
て溶かすことによって表面に凹凸を形成させた含浸部材
は、含浸部材の表面のオープンセル（ｏｐｅｎ　ｃｅｌ
ｌ）構造が溶けて１／２乃至それ以下のサイズのオープ
ンセル構造に変形されることにより、内容物の使用のた
めに含浸部材をパフで付けるときに内容物が必要以上に
過多に付いてしまって浪費されることを防止し、内容物
がパフに均一に薄く付くので、効果的な内容物の使用が
可能である、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を
有する化粧品に関するものである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹凸が形成されている加熱された金属モールド（５０）に含浸部材（４０）を挿入して
加圧することで、表面（４１）を溶かして前記含浸部材（４０）の表面（４１）に凹凸を
形成し、前記表面（４１）が溶けて凹凸が形成された含浸部材（４０）に化粧料を含浸さ
せることを特徴とする、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品。
【請求項２】
　上部が開放した外容器（１０）と、
　前記外容器（１０）の一側に結合される外容器蓋（２０）と、
　前記外容器（１０）の内側に装着される内容器（３０）と、
　前記内容器（３０）に内蔵され、化粧料が含浸された含浸部材（４０）と、
　前記内容器（３０）の一側にヒンジ結合されて開閉される内容器蓋（７０）とを含み、
　前記含浸部材（４０）は凹凸が形成されている加熱された金属モールド（５０）に挿入
して加圧することで表面（４１）を溶かすことにより、前記含浸部材（４０）の表面（４
１）に凹凸が形成されることを特徴とする、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有
する化粧品。
【請求項３】
　内容器（３０）と、
　前記内容器（３０）に内蔵され、化粧料が含浸された含浸部材（４０）と、
　前記内容器（３０）の一側にヒンジ結合されて開閉される内容器蓋（７０）とを含み、
　前記含浸部材（４０）は凹凸が形成されている加熱された金属モールド（５０）に挿入
して加圧することで表面（４１）を溶かすことにより、前記含浸部材（４０）の表面（４
１）に凹凸が形成されることを特徴とする、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有
する化粧品。
【請求項４】
　前記内容器（３０）の上端には、前記含浸部材（４０）が外部に離脱しないように固定
させる固定具（６０）がさらに結合されることを特徴とする、請求項２又は３に記載の表
面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品。
【請求項５】
　前記含浸部材（４０）の表面（４１）は金属モールド（５０）によって溶けながら閉塞
され、前記閉塞された表面（４１）は多数の針で穿孔されることを特徴とする、請求項１
～３のいずれか一項に記載の表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品。
【請求項６】
　前記含浸部材（４０）は表面（４１）の縁部にのみ凹凸が形成されることを特徴とする
、請求項１～３のいずれか一項に記載の表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する
化粧品。
【請求項７】
　前記含浸部材（４０）の表面（４１）に形成された凸はふくらんでいる円形又は多角形
に形成されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の表面を溶かして凹
凸を形成した含浸部材を有する化粧品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品に関し、より詳しく
は、凹凸が形成されている加熱された金属モールドで含浸部材の表面を加圧して溶かすこ
とによって表面に凹凸を形成させた含浸部材は、含浸部材の表面のオープンセル（ｏｐｅ
ｎ　ｃｅｌｌ）構造が溶けて１／２乃至それ以下のサイズのオープンセル構造に変形され
ることにより、内容物の使用のために含浸部材をパフで付けるときに内容物が必要以上に
過多に付いて浪費されることを防止し、内容物がパフに均一に薄く付くので、効果的な内
容物の使用が可能である、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品に関す
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る。
【０００２】
　また、本発明は、含浸部材の上側表面の縁部にのみ凹凸を形成することで、内容物を排
出させるとき、含浸部材の中央部から排出され、含浸部材の縁部から排出される量を調節
して、化粧品容器の外に内容物が溢れることを防止する、表面を溶かして凹凸を形成した
含浸部材を有する化粧品に関する。
【背景技術】
【０００３】
　化粧品は人体を清潔及び美化して魅力を高め、顔つきを明るく変化させるとか皮膚及び
毛髪の健康を維持又は増進するために人体に使われる物品で、人体に対する作用が軽微な
ものを言う。
【０００４】
　一般に、化粧品は界面活性剤のような乳化剤を用いて互いに異なる剤形の化粧料を混合
して製造し、油相原料と水相原料の結合構造によって油中水型と水中油型の化粧料に区分
することができる。
【０００５】
　前記油中水型化粧料は水相原料の外側に油相原料を結合させたもので、油分が多くて皮
膚への吸収が遅くて使用感が重いが、水中油型より持続性が高い利点があるため、持続性
が必要な化粧品の場合、汗や水に対する耐水性を増進させるために油中水型化粧料を使っ
て製造する。
【０００６】
　前記油中水型化粧料の使用感が重くてべたつく欠点を補うために内容物の粘度を低めて
製造したが、前記底粘度の油中水型製品は流通中に容器内で長期間保管するとき、内相で
ある水相原料と外相である油相原料が互いに分離される場合があるため、使用者が容器を
振ることで分離された水相原料と油相原料を混合して使わなければならない面倒な問題点
があった。
【０００７】
　前記のような問題点を解決するために、図１に示すように、本出願人は大韓民国登録特
許第１０－１１５９８７７号で底粘度の油中水型内容物を含浸部材１に含浸させてコンパ
クト容器に入れた製品を開発した。
【０００８】
　しかし、前記従来技術は、化粧品の最初使用時に内容物が含浸部材１にいっぱい満たさ
れているため、小さい力で加圧してもパフに内容物が必要以上に多く付いてしまって浪費
される問題点があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、本発明は、前記のような問題点を解決するために案出されたもので、凹凸
が形成されている加熱された金属モールドで含浸部材の表面を加圧して溶かすことによっ
て表面に凹凸を形成させた含浸部材は、含浸部材の表面のオープンセル（ｏｐｅｎ　ｃｅ
ｌｌ）構造が溶けて１／２乃至それ以下のサイズのオープンセル構造に変形されることに
より、内容物の使用のために含浸部材をパフで付けるときに内容物が必要以上に過多に付
いてしまって浪費されることを防止し、内容物がパフに均一に薄く付くので、効果的な内
容物の使用が可能である、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品を提供
することに目的がある。
【００１０】
　また、本発明は、前記含浸部材に形成された凸はふくらんでいる円形又は多角形の多様
なサイズに形成して多様なデザインを具現することができるので、消費者の選択幅を広げ
ることができる、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品を提供すること
に目的がある。
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【００１１】
　また、本発明は、含浸部材の上側表面に凹凸を形成するために熱で溶かすときに含浸部
材のオープンセル（ｏｐｅｎ　ｃｅｌｌ）構造の一部が閉塞するおそれがあるので、溶か
して凹凸が形成された含浸部材の表面を多数の針で加圧して閉塞した面を穿孔することに
より、含浸部材に含浸された内容物が円滑に排出できるようにした、表面を溶かして凹凸
を形成した含浸部材を有する化粧品を提供することに目的がある。
【００１２】
　さらに、本発明は、含浸部材の上側表面の縁部にのみ凹凸を形成することで、内容物を
排出させるとき、含浸部材の中央部から排出され、含浸部材の縁部から排出される量を調
節して化粧品容器の外に内容物が溢れることを防止した、表面を溶かして凹凸を形成した
含浸部材を有する化粧品を提供することに目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、上部が開放された外容器１０と、
　前記外容器１０の一側に結合される外容器蓋２０と、
　前記外容器１０の内側に装着される内容器３０と、
　前記内容器３０に内蔵され、化粧料が含浸された含浸部材４０と、
　前記内容器３０の一側にヒンジ結合されて開閉される内容器蓋７０とを含み、
　前記含浸部材４０は凹凸が形成されている加熱された金属モールド５０に挿入して加圧
することで表面４１を溶かすことによって前記含浸部材４０の表面４１に凹凸が形成され
ることを特徴とする、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品を提供する
。
【００１４】
　また、前記内容器３０の上端には、前記含浸部材４０が外部に離脱しないように固定さ
せる固定具６０がさらに結合されることを特徴とする。
【００１５】
　また、前記含浸部材４０の表面４１は金属モールド５０によって溶けながら閉塞され、
前記閉塞された表面４１は多数の針で穿孔されることを特徴とする。
【００１６】
　また、前記含浸部材４０は、表面４１の縁部にのみ凹凸が形成されることを特徴とする
。
【００１７】
　前記含浸部材４０の表面４１に形成された凸はふくらんでいる円形又は多角形に形成さ
れることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　前記本発明による表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品は、凹凸が形
成されている加熱された金属モールドで含浸部材の表面を加圧して溶かすことによって表
面に凹凸を形成させた含浸部材は、含浸部材の表面のオープンセル（ｏｐｅｎ　ｃｅｌｌ
）構造が溶けて１／２乃至それ以下のサイズのオープンセル構造に変形されることにより
、内容物の使用のために含浸部材をパフで付けるときに内容物が必要以上に過多に付いて
しまって浪費されることを防止し、内容物がパフに均一に薄く付くので、効果的な内容物
の使用が可能である、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品を提供する
効果がある。
【００１９】
　また、本発明は、前記含浸部材に形成された凸はふくらんでいる円形又は多角形の多様
なサイズに形成して多様なデザインを具現することができるので、消費者の選択幅を広げ
ることができる、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品を提供する効果
がある。
【００２０】
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　また、本発明は、含浸部材の上側表面に凹凸を形成するために熱で溶かすときに含浸部
材のオープンセル（ｏｐｅｎ　ｃｅｌｌ）構造の一部が閉塞するおそれがあるので、溶か
しで凹凸が形成された含浸部材の表面を多数の針で加圧して閉塞した面を穿孔することに
より、含浸部材に含浸された内容物が円滑に排出できるようにした、表面を溶かして凹凸
を形成した含浸部材を有する化粧品を提供する効果がある。
【００２１】
　さらに、本発明は、含浸部材の上側表面の縁部にだけ凹凸を形成することで、内容物を
排出させるとき、含浸部材の中央部から排出され、含浸部材の縁部から排出される量を調
節して化粧品容器の外に内容物が溢れることを防止した、表面を溶かして凹凸を形成した
含浸部材を有する化粧品を提供する効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】従来のコンパクト容器の斜視図である。
【図２】本発明の一実施例による、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧
品の斜視図である。
【図３】本発明の一実施例による、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧
品の分解斜視図である。
【図４】本発明の一実施例による、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧
品の断面図である。
【図５】本発明の他の実施例による、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化
粧品の斜視図である。
【図６】本発明の他の実施例による、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化
粧品の断面図である。
【図７】本発明の一実施例による、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧
品に収容される含浸部材を成形する状態の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明による、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品の一実施例を添
付図面に基づいて説明すれば次のようである。
【００２４】
　図２は本発明の一実施例による、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧
品の斜視図であり、図３は本発明の一実施例による、表面を溶かして凹凸を形成した含浸
部材を有する化粧品の分解斜視図である。図４は本発明の一実施例による、表面を溶かし
て凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品の断面図であり、図５は本発明の他の実施例に
よる、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品の斜視図である。図６は本
発明の他の実施例による、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品の断面
図であり、図７は本発明の一実施例による、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有
する化粧品に収容される含浸部材を成形する状態の断面図である。
【００２５】
　本発明の表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品は、凹凸が形成されて
いる加熱された金属モールド５０に含浸部材４０を挿入して加圧することで表面４１を溶
かして前記含浸部材４０の表面４１に凹凸を形成し、前記表面４１が溶けて凹凸が形成さ
れた含浸部材４０に化粧料を含浸させて化粧品を形成する。
【００２６】
　前記含浸部材４０に含浸させる化粧料は紫外線遮断剤が含有されたゲル状ファウンデー
ションであってもよい。
【００２７】
　また、本発明の表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品は、上部が開放
した外容器１０と、前記外容器１０の一側に結合される外容器蓋２０と、前記外容器１０
の内側に装着される内容器３０と、前記内容器３０に内蔵され、化粧料が含浸された含浸
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部材４０と、前記内容器３０の一側にヒンジ結合されて開閉される内容器蓋７０とからな
り、前記含浸部材４０は凹凸が形成されている加熱された金属モールド５０に挿入して加
圧することで、含浸部材４０の表面４１を溶かして前記含浸部材４０の表面４１に凹凸を
形成する。
【００２８】
　前記外容器１０は、一側面にロックフック１２を備えた押圧ボタン１１と前記押圧ボタ
ン１１の対向側に設けられたヒンジによって外容器蓋２０とヒンジ結合され、内周面には
締結突起１３が形成され、内周縁にはヒンジブラケット装着溝１４が形成される。
【００２９】
　前記押圧ボタン１１は、使用者の押圧動作によって押圧ボタン１１の上方に延設された
ロックフック１２が容易に後退して外容器蓋２０のロック突起２１から離脱することがで
きるようにする。
【００３０】
　前記締結突起１３は内容器３０の外壁３３の外周面に形成された締結溝３３１と締結さ
れる。
【００３１】
　前記ヒンジブラケット装着溝１４には内容器３０のヒンジブラケット３４が挿着される
。
【００３２】
　前記外容器蓋２０は外容器１０の上部を覆うものであり、外容器１０とヒンジ結合で連
結され、外容器１０を開放又は閉鎖する役目をする。
【００３３】
　前記外容器蓋２０の一側にはロック突起２１が形成され、このロック突起２１は外容器
１０のロックフック１２と対応するように突起状である。
【００３４】
　前記外容器１０の内側には内容器３０が装着され、前記内容器３０は、底面３１と、前
記底面３１から上方に延設された内壁３２と、前記内壁３２の外側に一定間隔で離隔して
形成された外壁３３とからなる。
【００３５】
　前記内壁３２の外周面には結合突起３２１が形成され、前記結合突起３２１は固定具６
０に形成された結合溝６２１に挿合されることにより、前記固定具６０が内容器３０から
分離されることを防止する。
【００３６】
　前記外壁３３の外周面には締結溝３３１が形成され、前記締結溝３３１は外容器１０の
内周面に形成された締結突起１３と締結することにより、内容器３０が外容器１０から分
離されることを防止する。
【００３７】
　前記外壁３３の外周面にはヒンジブラケット３４が形成され、前記ヒンジブラケット３
４には内容器蓋７０に形成されたヒンジブロック７３がヒンジ結合される。
【００３８】
　前記内容器３０には化粧料が含浸された含浸部材４０が内蔵され、前記含浸部材４０は
、ＢＲ（Ｂｕｔａｄｉｅｎｅ　Ｒｕｂｂｅｒ）、ＳＢＲ（Ｓｔｙｒｅｎｅ　Ｂｕｔａｄｉ
ｅｎｅ　Ｒｕｂｂｅｒ）、ＮＲ（Ｎａｔｕｒａｌ　Ｒｕｂｂｅｒ）、ＮＢＲ（ａｃｒｙｌ
ｏｎｉｔｒｉｌｅ－Ｂｕｔａｄｉｅｎｅ　Ｒｕｂｂｅｒ）、湿式ウレタン、乾式ウレタン
、ポリエーテル、ポリエステル、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ラテックス、シリコン
、ＰＶＡ（ＰｏｌｙＶｉｎｙｌ　Ａｌｃｏｈｏｌ）、ニトリルゴム、ブチルゴム及びネオ
プレンからなる群から選択される１種以上の素材からなる。
【００３９】
　前記含浸部材４０は、図７に示すように、凹凸が形成されている加熱された金属モール
ド５０で表面４１を加圧して溶かすことによって前記表面４１に凹凸を形成する。
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【００４０】
　前記表面４１に凹凸が形成された含浸部材４０は、表面４１のオープンセル（ｏｐｅｎ
　ｃｅｌｌ）構造が溶けてオープンセル（ｏｐｅｎ　ｃｅｌｌ）が１／２乃至それ以下の
サイズのオープンセル構造に変形されることにより、パフに化粧料が薄く付くので、効果
的な化粧料の使用が可能である。
【００４１】
　前記含浸部材４０の表面４１に形成された凸はふくらんでいる円形又は多角形の多様な
サイズに形成される。
【００４２】
　前記含浸部材４０の表面４１は熱によって溶けてオープンセル（ｏｐｅｎ　ｃｅｌｌ）
の構造の一部が閉塞することがあり得るので、前記表面４１を多数の針で加圧して閉塞表
面４１を穿孔することにより、含浸部材４０に含浸された化粧料を円滑に排出させること
もできる。
【００４３】
　また、図５及び図６に示すように、本発明の他の実施例のように、含浸部材４０の表面
４１の縁部のみを溶かして凹凸を形成することもできる。
【００４４】
　前記内容器３０には固定具６０が結合され、前記固定具６０は内側に延設される水平延
長片６１と前記水平延長片６１の下側に延設される下部延長片６２とで構成される。
【００４５】
　前記水平延長片６１は内容器３０の内壁３２の上端に装着されることにより、含浸部材
４０が離脱されることを防止する。
【００４６】
　前記下部延長片６２は内周面に結合溝６２１が形成され、前記結合溝６２１は内容器３
０の内壁３２の外周面形成された結合突起３２１と結合して、固定具６０が内容器３０か
ら離脱することを防止する。
【００４７】
　前記内容器３０の一側には内容器蓋７０が結合されて内容器３０を開閉する役目をする
。
【００４８】
　前記内容器蓋７０は一側に取っ手７１が形成され、下端には密閉片７２が形成され、前
記取っ手７１の反対側にはヒンジブロック７３が形成される。
【００４９】
　前記取っ手７１は内容器蓋７０が容易に開閉するようにする。
【００５０】
　前記密閉片７２は、内容器蓋７０が内容器３０を閉じているとき、前記内容器３０の外
壁３３の内側に挿入されて、内容器３０の密閉性を増大させる。
【００５１】
　前記ヒンジブロック７３は内容器３０のヒンジブラケット３４に挿入された後、ヒンジ
ピン３５によって固定される。
【００５２】
　本発明の一実施例による、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品の組
立方法及び使用状態を詳細に説明すれば次の通りである。
【００５３】
　本発明の表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品を組み立てるために、
押圧ボタン１１が形成された外容器１０に外容器蓋２０を結合する。
【００５４】
　その後、内容器３０に内容器蓋７０を結合する。
【００５５】
　前記内容器蓋７０を結合した内容器３０に化粧料が含浸された含浸部材４０を装着する
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。ここで、前記含浸部材４０は、図７に示すように、凹凸が形成されている加熱された金
属モールド５０に、表面４１を加圧して溶かすことによって前記表面４１に凹凸を形成し
たものである。
【００５６】
　前記含浸部材４０の表面４１に形成された凸はふくらんでいる円形又は多角形の多様な
サイズに形成される。
【００５７】
　また、図５及び図６に示す本発明の他の実施例のように、含浸部材４０の表面４１の縁
部のみを溶かして凹凸を形成することもできる。
【００５８】
　その後、含浸部材４０が装着された内容器３０に固定具６０を結合した後、前記内容器
３０を外容器１０の内側に結合することで組立てを完了する。
【００５９】
　前記方法で組み立てられた、表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品の
含浸部材４０は、表面４１のオープンセル（ｏｐｅｎ　ｃｅｌｌ）構造が溶けてオープン
セル（ｏｐｅｎ　ｃｅｌｌ）が１／２乃至それ以下のサイズのオープンセル構造に変形さ
れることにより、適正量の化粧料がパフに均一に薄く付くので、効果的な化粧料の使用が
可能である。
【００６０】
　前記含浸部材４０の表面４１に形成された凸はふくらんでいる円形又は多角形の多様な
サイズに形成して多様なデザインを具現することができるので、消費者の選択幅を広げる
ことができる利点がある。
【００６１】
　以上、本発明で説明したものは表面を溶かして凹凸を形成した含浸部材を有する化粧品
を実施するための一実施例に過ぎないもので、本発明は前記一実施例に限定されるもので
はない。添付の請求範囲で請求するように、本発明の要旨を逸脱せずに本発明が属する分
野で通常の知識を有する者であれば誰でも多様な変更実施が可能な範囲まで本発明の範囲
に属するものとして見なされなければならないであろう。
【符号の説明】
【００６２】
　１０　　外容器
　１１　　押圧ボタン
　１２　　ロックフック
　１３　　締結突起
　１４　　ヒンジブラケット装着溝
　２０　　外容器蓋
　２１　　ロック突起
　３０　　内容器
　３１　　底面
　３２　　内壁
　３２１　結合突起
　３３　　外壁
　３３１　締結溝
　３４　　ヒンジブラケット
　３５　　ヒンジピン
　４０　　含浸部材
　４１　　表面
　５０　　金属モールド
　６０　　固定具
　６１　　水平延長片
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　６２　　下部延長片
　６２１　結合溝
　７０　　内容器蓋
　７１　　取っ手
　７２　　密閉片
　７３　　ヒンジブロック

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(11) JP 2018-512209 A 2018.5.17

10

20

30

40

【国際調査報告】



(12) JP 2018-512209 A 2018.5.17

10

20

30

40



(13) JP 2018-512209 A 2018.5.17

10

20

30

40



(14) JP 2018-512209 A 2018.5.17

10

20

30

40



(15) JP 2018-512209 A 2018.5.17

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,
UG,US,UZ

(72)発明者  キム，ヒョン　サム
            大韓民国，０４５４２　ソウル，ジュン－グ，チョンゲチョン－ロ，１００
(72)発明者  チェ，ジェ　ヨン
            大韓民国，０４５４２　ソウル，ジュン－グ，チョンゲチョン－ロ，１００


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

