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(57)【 特許請求 の範囲 】
【
請求項 1】 弾性矩形状基板 の中央にテ ィッシ ュベーパ
ー箱 (以 下箱 と称す )の 底 の長辺 を交差す る様に置 き、
その長辺 を挟んで両側 に対称 に側壁 を立設 しコの字状 を

合箱上部は両上壁で押 さえ られているので、両上壁 と基
板底部 とで静摩擦力 が生まれる。

形成 、 この とき側壁の幅は箱の長辺の幅を超えないよ う
にし、また側壁 を内側に、後の (1)(2)(3)の 作

(3)基 板底部 が弧 を描 くことで側壁 間の距離が短 くな
り、両側壁が箱 の両側辺を押圧 し、静摩擦力が生 まれ

く )。

(2)基 板底部が弧 を描き箱の底部 を押圧す る、この場

用が相互 に作用 しあ うのに最適 な角度 に倒 し、基板底部
内面 と側壁内面 との内角を鋭角にする、両側 け 卜端を箱
の側辺を挟んで内側にはぼ直角 に 曲げる、 この ときはぼ
直角 に曲げ られた上壁の長 さは、箱を しっか り抱 え込
み、後に側壁を拡げて箱 を 卜壁方向で脱着す るのに支障
無い程度 にする、こうして作 られたホル ダーに箱 を装着
する と、基板底部 と側壁 との内角が元に戻 ろ うとする力
が働 き次の様な作用 を生む、
(1)両 側壁 が箱の両側面 を押圧 し、静摩擦力が生 まれ

る。

■0

上記の (1)(2)(3)の 作用 が同時に起 こり、お互
いに作用 しあい相乗効果を生み、両̲L壁 面 、両側壁面 、
基板底部面の 5箇 所で全体 に締 めつける様 にバ ランス良
く箱 を押圧する。そのため静摩擦力が一層強 くな る、以
上の事を特徴 としたテ ィッシ ュベ ーバー、ベーバ ー タォ
ル等の箱 ホル ダー。
【
発明の詳細な説明 】
技術分野

特許 3293036
3

4

本 発明 tま テ ィッシ ュベ ーパー 、 ベーバ ー タオル 等 の 箱

ホル ダーに関す るものである。
背景技術
従来様 々なテ ィッシ ュベ ーバー、ペーパ ー タオル等 の
箱ホル ダーが考案 されている、それ らを分類すると次の
様になる、

(1)箱 側壁狭持型
(2)箱 側壁押圧型
(3)箱 上面加圧型
(4)上 記 (2)(3)の
(5)箱 全体収容型

(コ

ンパ ク トタイプ)用 にアク リル基板で製作すること

を前提 にす る。
70ミ リ×270ミ リ×厚 2ミ リのア ク リル樹脂製基板 を
用意 、基板 中央 に箱 の底の長辺 を交差 させ るように十字
状に置 き、その長辺 を扶んで両側 に対称 に側壁 2を 立設
しコの字状 を形成、または側壁 2を 内側 に少 し倒 して基
板底部 1内 面 と傾」
壁 2内 面 との 内角を、80度 にする、両
側壁 2L端 を箱の側辺 を挟んで内側に∝度 曲げ上壁 3を

複合型

形成、上壁 3の 長 さ5ミ リを残 し基板 を切断。
産業上の利用の可能性
近年、生活 レベルの向上 とともにテ ィッシュベ ーの使

公開実用

昭和 55‑27677

公開実用

昭和 60‑48792

公開実用

平成03‑94■ b9

い、 しか し使いたい とき、す ぐに手元 に無 い と困 る、ま
たペ ーバー を引 き出す とき箱が動 いて引き出 しに くか っ

弾性矩形状基板の中央 にテ ィッシ ュベーパー箱 (以 下

た り、箱の中の ベーパーが少 な くなると中に落ちて使 い

箱 と称す )の 底の長辺を交差す る様に置 き、その長辺 を
挟んで両側 に対称 に側壁を立設 しコの字状 を形成 、この

に くい、等 々の問題点がある、本発明は弾性基板 を単 に

参考文献

発明 の開示

とき側壁 は幅は箱の長辺の幅を超 えないよ うに し、また

(1)(2)(3)の

作用が相互 に
に
作用 しあ うのに最適な角度 倒 し、基板底部内面 と側壁
内面 との内角を鋭角にする、両傾1壁 卜端を箱の側辺を挟
側壁 を内側 に、後 の

にはぼ直角 に曲げる、 このときほぼ直角に曲げ
んで内 り
られた上壁 の長 さは、箱を しっか り抱 え込み、後 に側壁
1貫

を拡 げて箱 を上壁方向で脱着す るのに支障無い程度 にす
る、 こうして作 られたホル ダーに箱を装着 す ると、基板
底部 と側壁 との内角 に元 に戻ろ うとす る力が働 き次の様

用量が飛躍 的に伸びてお り、生活空間の色 々な場所に置
いてある。 これは不用な時は邪魔であ り、美観 も良 くな

曲げただけの単純な形状で出来ている、そのため可塑性
樹脂 を用 いて射 出一体成形で製作 出来 、また、固定力 が
強いので ホル ダーの小型化が出来 、安価 で製作出来 る、
また側壁外面、基板底部外面を用 いて様 々な場所 と向 き
に設置出来 る、そのため、使用 していない空間を有効 に
利用 して様 々な場所 に設置する事が出来、上記の問題 は
解決 され る。
次 にホル ダーを取 り付ける方法 について

「
発明を実

施す るための最良の形態 Jで のホル ダーを例 に説 明す
る、

(1)ホ ル ダー基板底部外面を取 り付 ける場合、箱を装

な作用を生む、

(1)両 側壁が箱 の両佃1面 を押圧 し、静摩擦力が生 まれ
る。

(2)基 板底部 が弧 を描 き箱の底部を押圧する、この場

着 したホル ダーの基板底部面が弧 を描 く事 を妨 げない様
に、次の 2つ の 方法 がある、

合箱上部は両上壁 て押 さえられて いるので 、両上壁 と基

①ホル ダー基板底部外面の両側、側壁 と平行 にそれぞれ
20ミ リ×60ミ リ×厚 3ミ リの ウレタン発泡体 を基材 と し

板底部 とで静摩擦力が生 まれる。
(3)基 板底部 が弧 を描 くことで側壁間の距離が短 くな

た両面 テープを張 り、それを任意の場所に接着す る。
②ホル ダー基板 底部面上で側壁 と平行 の 中′
さ線を 3等 分

り、両側壁が箱の両側辺を押圧 し、静摩擦力が生 まれ

する位置に直径 4ミ リ程度 の穴を 2箇 所あけ、基板底 部
外面 と取 り付け面 との間に 3ミ リ厚程度の ワ ッシ ャー を

る。
上記の

(1)(2)(3)の

作用が同時に起 こり、お

互いに作用 しあい相乗効果 を生み、両 L壁 面、両側壁
面、基板底部面 の 5箇 所 で全体 に締めつける様 にバ ラン
ス良 く箱 を押圧する。そのため静摩擦力が一層強 くな
る。
図面の簡単 な説明
第 1図 は、本発明 の斜視 図で ある。
第 2図 は、箱装着時の本発明の状態 を示す平面図であ
る。
発明を実施するための最良の形態
箱の大 きさ、重 さ、材質、及 び基板の素材等で製作方
法が変わ る為、現在使われてい るテ ィッシ ュペーパー箱

挟んでネジで取 り付 ける、尚、量産す る場合 はヮ ッシ ャ
ー部分 も一緒 に可塑性樹脂で一体成形 する。
(2)ホ ル ダー側壁外面を取 り付 ける場合 、次の 2つ の
方法 がある、
①ホ ル ダー側壁外面の中心 に60ミ リ×60ミ リ×厚■.5ミ
リの ウレタン発泡体 を基材 とした両面 テープを張 り、そ
れを任意の場所に接着する。
②側壁面上で基 板底部 と平行の 中心線 を 3等 分す る位置
に直径 4ミ リ程度の穴を 2箇 所あけ、側壁外面 と取 り付
け面 との間に■.5ミ リ厚程度の ワ ッシャーを挟んで ネジ
で取 り付け る。
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【
第 1図 】

【
第 2図 】
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internet―

address www oarni eu.int

The certilcate reflects the inforrnation as held in the Register of Cornrllunity designs on the day of
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certificate w‖
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design in the Register on any given date(excluding unprocessed app‖
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documents submnted wlh an otteCIOn, including the certilcate, will form patt of the lle and
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Claudio Martinez Mё ckel
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EINTRAGUNGSURKUNDE
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Communly designs
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N0000049598… 0001
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Ylα KOUTlα xα pTOμ αVTl入 ω v
EN― Holders for ussue bOxes
FR― Supports pour bo↑tes de rnouchoirs en papier

lT―

Supporti per scatole distributrici di fazzoletti

NL… Houders voor dozen rrlettissues
PT― Suportes para caixas de len9os de papel
FI―

30

N°

Paperipyyhelaatikoiden telineet

sv̲Hallare br servetJadOr
JP 15/11/20022002… 31458

000049598‑0001

28/10/2003
3ノ

3
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46
N6mero de exped ente de a so‖

Fecha de exp ra00n de penodO de aplazamiento

citud

Sagsnummer

Dato for udsattelsespenOdens ud ob
Ab aufdatum der Aufsch ebungsfnst

Aktenzeichen
Aρ Oμ 6̀π ρ
ωTOKO入 Aou TnC。 (Tnσ ǹ
Fle number
Numё ro de a demande
Numero de‖

Hμ Cρ O口 nViO入 oξ nC Tnく 。vα oTottng
Date of expiry ofthe dererment
Date d exp ra10n de ra10urnement

a domanda

Data di scadenza del penodO did renmentO

Dossemummer
Nlmero do processo

Datum van verstnjken van de te「 mun van opSChorting
Data do termo do pe口 odo de ad amento

Hakemuksen numero

Lykkayksen vo massao on paattymispa va

Arendenummer

Dag for utgang av senarel199n ngspenOd

25

72
Lengua de presentad6n de la sol cltud y segunda lengua
Sprog,pa h
lket ans● gningen er ndg vet,Og andet sprog

Sprache,n der d e Anmeldung
入фooα KOTdeCσ ns Tnc aiTnong
Language ofl‖ ng and second
Langue dela demande etdeu

Kα

Lingua di depositO e seconda‖

ngua

「

Nombre de autor(es)。 del equ po de autores
Navn ρ6 deSgneren′ des,gneme enerteamet af des gnere
Name des/der Enヽverer(s)Oder Enヽ verferteams
Ovoμ αδn口 :Oυ ρYOI′ tuv n Opdooc on口 。upvω v
Name ofdes gner(s)Orteam of des gners

eingere cht wurde,und avele Sprache
δε
oTcρ n vAOσ oα
language
ёme angue

Nom du′ des crё ateur(s)ou de roqu pe de cr6ateurs

Nome deν del progetlsta力

Taa van de aanvraag en meedetaa
Lingua do processo e segunda Fngua

o de‖

a squadra di progetisl

Naam onmerpe〈 9 0f Onmerpteam

Menettelykio‖ ja toinen k el

Nome do(s)cnadOr(eS)Ou da equ pa de cHadores
Suunn tle‖ an(SuunnRte町 olden)ta suunn
te Jaryhman nimi

Reg strenngssprak och andra sprak

Namn pa formg vare e‖ er formg vargrupp

22

73
Fecha de presentadon de a sol citud
Dato for ans● gning

Nombre y dire∝ iOn de utu ar

Anme detag

Navn og adresse pa lndehaveren
Name und Anschlft des nhabers

HpepollnVio Kα TdeConc rnc。 ITnons

OVOμ α KO δε00uvσ n TOu δ KO 00xOu

Date of葡

‖
ng

Date de dё

Name and address ofthe holder

potdela demande

Nom et adresse du utulare

Data di depOs to

Nome ed ndrizzO de
to are
Naam en adres van de houder
Nome e endere"do utu ar
HakJan n mila OSOte
nnehavarens namn och adress

Datum aanvraag
Data de dep6Sto do ped do de registo

Hakemuksen tekem spa va
AnsOkningsdag

15

74
Fecha de nscnpcton en el Reg stro

Nombre y dre∝ lon profesional de rep「 esentante

Dato forindf● relse i registeret

Representantens navn og fOrretningsadresse
Name und GeschaFtsanschnft des vertreters

Datum der Eintragung des ceme nschansgeschmacksmusters
Hμ ε
ρoμ nViO CYY∞ 9nC OTo MnTρ ωo

Kα ε
πOYYCAp。 ￢K101ε 00υ von TOu ε
Kπ pOσ ωπou
Name and bus ness address ofthe representalve
Nom etad「 esse du representant
Nome edind
zzo profess ona e de rappresentante
Naam en zakenadres van de vertegenwoordiger
Nome e endere∞ prons● Ona do representante

OVO口 O

Date of entry into the Reg ster

Date de Finscnp10n au regヽ
Data d scnz one ne registro

tre

Datum van hschnj ng h hetregster
Data de mscn゛ 。nO reusto

Edustalan nimi,a yntySOsO"e

Ombudets namn och adress

Fecha de publcadon

clasricao6n de Locarno

Dato for bekendt9orelse

Datum der Bekanntmachung des Ceme nschaftsgeschmacksmuste「
Hμ ε
ρOIInVi。 。nμ 。。(Cuσ nc
Date of publica

Locarno‐ klass fikat onen
s

Locamo‐ Klassttkamoo
Toξ VO口 nσ n'Ou

on

AoKdpvO

Locarno class ficalon

Date de pubicalon

chs● nca10n de Locamo
chssncazone d Locarn。
Locarno‐ das● lcale
chssnca。 10 deし oca「 no

Data di pubb‖ cazione

Datum van publicale
Data de puЫ ca∞ O
」
ulka semispaiva

Locarnon luokitus

Dag for ofFen‖ iggorande

Locarnokbs● lcenng

54
Numero de reg stro

Reg strenngsnummer
Elntragungsnumme「
К
O'α Xω ρσnC
Registralon number
NumOro d enreg strement

Aρ 10μ 6《

Numero di registrazione

Nummervan de nschniving
Nlmero de re9isto

Rek steroinunumerO

Registrenngsnummer

Indl

cton del producto o p「

OductOs

Ang ve se af produktet7produkterne
Angabe des/de「 Erzeugnisse(s)
Mvdo lou′ Tω v Tρ o6vToグ ωv
lndicauon ofthe product(s)
D6● gnalon du′ des produ餞 (S)

ndca´ one del(da)prOdot00)
■brengse(en)

Verme ding van het(de)vO。

ndCaφ O

dO(Sl produt。 (Sl

Tuotetta(tuottena)koskeva ma n nta
Produktuppgift
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￨

￨

HABM― HARMONISIERUNGSAMT FUR DEN BINNENMARKT

￨

30

55
Pars,fecha y n6mero de expediente de b sondtud cuya plondad se re

(Derecho de plondad)
Land,dato og nummerpう

Rep「 esentac10n de dibulo o modelo

ind ca

Gengive se af des Onet
den ans● gning,for hv‖ ken der pabettbes plontet

W edergabe des Geschmacksmusters

onspr ontet)

(kOnVen

AvoITα pdoTα On TOU oxε δioU tt Uπ 。Oε ivμ αToζ

Land,Tag und Aktenzeichen der Anme dung,aus der e ne Pnontatln Ansp「 uch
genommen wird(PHOntat gem● 8 PvO)
Xω ρo,nμ Cp。 口nvfo KCllClρ Oμ 6c o"nOnc。 ■6 TnV OTOro δε
Kδ ε
αoTn'α
"o TpOTcρ
。。n TpoTcρ o10'nT。 く
(Σ Oμ β
)

Representalon ofthe design
ReprOsentaHon du dess n ou modё

Country,date and number of appicauOn frOm wh ch p百

Afbee d ng van het mode

onty s claimed

(COnVen‖ on p百 onty)

Pays,date et numoro de a demande dont a plonte estrevend quё e(pays
membres de la conven‖ on de Pans Ou de rOMC)
Paese,data e numero de‖ a domanda a cu p百 o百 ta O nvend cata(p百 。百ta ex An
41)

Land,datum en numme「 van de aanvraag waarvan aanspraak op voo「
gemaakt(vOOrrang van overeenkomst)
Pais,data e nlmero do pedido re a

「ang wordt

vamente ao qual e re'vind cada pnOndade

百dade de Conven。 うo)
Maa,iOSta etuo keutta on haetu,seka nakemuksen paivaml● 綸 ja numero
(pl。

(y eiSSOpimuksen mukainen etuoikeus)
Land.dag och nummer pa ansokan fran v‖

ken pnontet aberopas

(kOnVentionspr ontet)

23
Nombre,lugar y fecha en a que el dibulo o modelo se expuso po「
(Derecho de p百 ondad pOr expO● don)
Navn,sted og dato for hvornar dedgnetf●

plmera vez

rste gang b ev udsulet

‖
ingsplo「 tet)
Name,Ort und Tag de「 ersten Ausste‖ ung(Ausste‖ ungsp百 ontat)
Ovoμ α,T6π oζ Kα nHε pOμ nVi。 6π ou cKTこ enKC Y o πρфTn 90ρ d TO ox̀。 O白
υπ60こ vμ o('poTepo10TnT。 入OYω
nC)
(udS

̀KeCσ
Name,place and date on which the des
gn was nrst exh btted(exh bn on p口
。nty)
Nom.‖ eu etdate a aquele e dess n ou modё
le a 616 exposO pour a prem ere
Fois(p「 。
ntё d'exposition)
Nome,uogo e data n cu‖ disegno o modelo e statO esposto perla pnma votta
(pl。「 ta di esposiz̀One)

Naam,p aats en datum waarop het mOdel voo「
(V。 。
「rang

van tentoonste‖

het eerst werd tentoongesteld

ng)

Nome,ぬ cal de expo● φ o e data em que o desenho ou moddofo pda pr mara
vez apresentado(eXpo● 9う o)
sen nayttelyn,jossa mah ens kenaa eske餞

ln,nimi,pa kka la paiVamaara
(naytd‖ epanoon perustuva etudkeus)
Namn,o■ och dag fOrforrng
ngens fOrsta utstthhg(utStahhgspnontet)

29
MenctOn de que se ha presentado una muestra en espec e
Ang velse af,at der er ndg vet et pr●

veeksemp ar

Hinwe s,dass e ne Probe eingereicht wurde
MVε iO KOTdeCσ nc。 こ
iYμ

αTOC
Indicalon that a specimen was n ed
lndicalon se on iaque‖

e un sp6cimen a

nd cazione de fatto che s e p「
Ve「 meld

ёt6 dOposё

ovveduto a depositare un campione di prova

ng dat een spec menis ngediend

hdCaφ O de que o peddo ёacompanhado de um exem●

ar

Main nta ma‖ kappa een mukaan‖ ittam sestl
Uppg ft om att ett prov amnats n

57
Mencion de que se ha presentado una desclpc 6n
Angive se af,at der erindgivet en besknve se
Hinweis,dass eine Beschre bung eingereicht wurde
MVε 10 Kα T60ε σnC Cπ ε
p vρ c19nC
ξ
nvnμ oTlKnC πε
hdca‖ on lhata descrplon was lに o
indication selon laque‖ e une descrpton a 616 depos6e
indicazione delfato che● e prOweduto a depoЫ tare una descrzlone

Verme ding dat een beschniving isinged end

ndCaφ O de que o ped個 o e acOmpanhado de uma descn"o
Ma ninta kuvauksen mukaan‖ 腱
tamisesta
Uppg ft om atl en besklvn ng lamnats in

le

Rappresentazlone de d segno o mode‖ o

iκ

l

Represenla∞ O do desenho ou moddo
Mamn es taminen
Återg nhg av,omgv ngen

