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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コード通し取付け孔Ａを有するコード通し取付け孔付き物品である第１の物品とコード
通し取付け孔Ｂを有するコード通し取付け孔付き物品である第２の物品とを連結する連結
ストラップであって、
　一本の非ループのコードであるストラップ本体と、
　このストラップ本体を非巻き取り形態で該ストラップ本体の一方の端ないし一方の端寄
りに設けられた、前記コード通し取付け孔Ａを通らない形態の第１のストッパーと、
　前記ストラップ本体を非巻き取り形態で該ストラップ本体の他方の端ないし他方の端寄
りに設けられた、前記コード通し取付け孔Ｂを通らない形態の第２のストッパーとからな
るとともに、
　前記ストラップ本体を適宜な部位で折合わせた状態にして前記コード通し取付け孔Ａに
通し、通り抜けた部分を広げて第１のストッパー潜らせループを形成し、この第１のスト
ッパー潜らせループに前記第１のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第１
のストッパー潜らせループを締めて該第１のストッパーが抜けないようにして前記第１の
物品に該ストラップ本体を取り付け、
　前記ストラップ本体を適宜な部位で折合わせた状態にして前記コード通し取付け孔Ｂに
通し、通り抜けた部分を広げて第２のストッパー潜らせループを形成し、この第２のスト
ッパー潜らせループに前記第２のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第２
のストッパー潜らせループを締めて該第２のストッパーが抜けないようにして前記第２の
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物品に該ストラップ本体を取り付け、よって、前記第１の物品と前記第２の物品を前記ス
トラップ本体で連結することを特徴とする連結ストラップ。
【請求項２】
　ストラップ本体の中央を折り畳合わせ、コード通し取付け孔Ｃを有する第３の物品の該
コード通し取付け孔Ｃに前記ストラップ本体の該折り畳合わせた部位を通し、通り抜けた
部位で第３のストッパー潜らせループを形成し、前記第３のストッパー潜らせループに第
１のストッパーおよび第２のストッパーを潜らせ、前記第１のストッパーおよび前記第２
のストッパーを引き前記第３のストッパー潜らせループを締めて、前記第３の物品に前記
ストラップ本体を取付けた状態とし、前記第１のストッパー側に第１の物品を取り付け、
前記第２のストッパー側に第２の物品を取り付ける使用形態を実現することを特徴とする
請求項１に記載の連結ストラップ。
【請求項３】
　ストラップ本体の中央を折り畳合わせ、コード通し取付け孔Ｃを有する第３の物品の該
コード通し取付け孔Ｃにストラップ本体の該折り畳合わせた部位を通し、通り抜けた部位
で第３のストッパー潜らせループを形成し、前記第３のストッパー潜らせループに第１の
ストッパーを潜らせ、前記第１のストッパーを引き第３のストッパー潜らせループを締め
て、前記第３の物品に前記ストラップ本体を取付けた状態とし、前記第１のストッパー側
に第１の物品を取付け、第２のストッパー側に第２の物品を取り付ける使用形態実現する
ことを特徴とする請求項１に記載の連結ストラップ。
【請求項４】
　シリコンゴム製部材、ウレタンゴム製部材、ポリプロピレンなどの弾性部材からなる移
動ロック部材本体に貫通された、ストラップ本体が摩擦移動自在に通されるコード通し孔
を有してなる第１の移動ロック部材、あるいは、硬質部材からなる移動ロック部材本体に
本体側コード通し孔が設けられ、この本体側コード通し孔に直交する形態で止まり孔が設
けられ、可動体側コード通し孔を有する可動体が前記止まり孔に押し出し付勢された形態
で差し込まれてなり、指で前記可動体を押し込むことにより前記本体側コード通し孔と可
動体側コード通し孔とが重なり前記ストラップ本体を通すことが可能となり、よって前記
可動体を押し込んだ状態で前記移動ロック部材本体がコード上を移動自在とされ、かつ、
前記可動体を解放すると前記押し出し付勢により該可動体は押し出し移動して、前記本体
側コード通し孔と前記可動体側コード通し孔で前記ストラップ本体が挟持止まり形態とな
ってその位置にロックされる第２の移動ロック部材、
　前記第１の移動ロック部材あるいは前記第２の移動ロック部材の前記コード通し孔に前
記ストラップ本体が通されて、前記移動ロック部材が該ストラップ本体上を移動自在とさ
れ、且つ、好みの位置に摩擦止まり形態あるいは挟持止まり形態でロックしておくことが
できることを特徴とする請求項１～３のいずれか1項に記載の連結ストラップ。
【請求項５】
　第１のストッパーおよび第２のストッパーあるいはいずれか一方が、背面が略平面形態
の平板部材であり、かつ、前記平板部材にはストラップ本体が前記背面側から出る形態で
あることを特徴とする請求項１～４のいずれか1項に記載の連結ストラップ。
【請求項６】
　コード通し取付け孔Ａを有するコード通し取付け孔付き物品である第１の物品とコード
通し取付け孔Ｂを有するコード通し取付け孔付き物品である第２の物品との連結ストラッ
プによる連結方法であって、
　前記連結ストラップは、一本の非ループのコードからなるストラップ本体、このストラ
ップ本体の一方の端あるいは一方の端寄りに設けられた、前記コード通し取付け孔Ａを通
らない形態の第１のストッパー、前記ストラップ本体の他方の端あるいは他方の端寄りに
設けられた、前記コード通し取付け孔Ｂを通らない形態の第２のストッパーとからなる連
結ストラップであり、
　前記ストラップ本体を適宜な部位で折合わせた状態にして前記コード通し取付け孔Ａに
通し、通り抜けた部分を広げて第１のストッパー潜らせループを形成し、この第１のスト
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ッパー潜らせループに前記第１のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第１
のストッパー潜らせループを締めて該第１のストッパーが抜けないようにして第１の物品
に該ストラップ本体を取り付け、
　前記ストラップ本体を適宜な部位で折合わせた状態にして前記コード通し取付け孔Ｂに
通し、通り抜けた部分を広げて第２のストッパー潜らせループを形成し、この第２のスト
ッパー潜らせループに前記第２のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第２
のストッパー潜らせループを締めて該第２のストッパーが抜けないようにして第２の物品
に該ストラップ本体を取り付けることによって、前記第１の物品と前記第２の物品を前記
ストラップ本体で連結することを特徴とする物品の連結ストラップによる連結方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主にコード通し取付け孔を有する物品同士を連結する連結ストラップおよび
物品の連結ストラップによる連結方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
（１）携帯電話、デジタルカメラ、音楽プレイヤーなどのコード通し取付け孔付き物品に
は開口２ｍｍ～４ｍｍ程度のコード通し取付け孔が設けられている。
　このコード通し取付け孔付き物品のコード通し取付け孔には、ループコード付き物品に
取り付けられた松葉、ヘビロなどと呼ばれるループコード（ストラップ本体）を通して物
品潜らせループを形成し、この物品潜らせループにループコード付き物品を潜らせてルー
プコードをコード通し取付け孔付き物品に取り付けるストラップの取り付け方法が知られ
ている。（例えば特許文献１）
（２）リールコードを付勢巻き取っている付勢巻き取りリールの該リールコード（ストラ
ップ本体）の先端にストッパーを設け、携帯電話などのコード通し取付け孔付き物品のコ
ード通し取付け孔にリールコードを折り合わせ状態にして通しストッパー潜らせループを
形成し、そのストッパー潜らせループにストッパーを潜らせた状態にしてリールコードを
リール本体側に引いてストッパー潜らせループを絞めて、コード通し取付け孔付き物品に
リールコードを取り付ける（以下「ストッパー潜らせ取り付け形態」という）ストラップ
が知られている。（例えば特許文献２）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2006-247083号公報
【特許文献２】特開2010-012211号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】特になし
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
（１）特許文献１、２のものは、コード通し取付け孔付き物品同士を、コード通し取付け
孔を使って連結することができないものであった。
（２）特許文献１のものは、ループコード付き物品を外し他の物品と交換することができ
ないものであり、これを交換できるようにするためには、開閉機構を有する引き輪、なす
環などといわれる連結環部材と該金属製環部材とループコード（ストラップ本体）とを連
結する筒状連結部材などの複数の金属パーツを設けなければならないものであり、そのパ
ーツ費、組立作業費などストラップのコストを大幅にアップするものであった。
　また、コード通し取付け孔付き物品とループコード付き物品の距離を調節はできないも
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のであった。
（３）特許文献２のものは、付勢巻き取りリールを外し他の物品に交換できないものであ
ったし、ストッパーとコード通し取付け孔付き物品との間のリールコードの長さを好みの
長さに調節できないものであった。
【０００６】
　本発明は以上のような従来技術の欠点に鑑み、コード通し取付け孔付き物品同士をその
コード通し取付け孔をつかって連結することができる連結ストラップおよび物品の連結ス
トラップによる連結方法を提供することを目的としている。
　また、コード通し取付け孔付き物品に当接ないし近接したストッパーの取付け状態（見
た目状態）が、該コード通し取付け孔付き物品のコード通し取付け孔部位のストッパー本
体部位が正面から見て目立たないないし見えない状態にできる、連結ストラップを提供す
ることを目的としている。
　また、コード通し取付け孔付き物品に「ストッパー潜らせ取り付け形態」とした部分か
らの長さを、好みの長さに調節できるとともにその調節位置を保持できる連結ストラップ
を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は次のような構成となっている。
＜請求項１記載の発明＞
　コード通し取付け孔Ａを有するコード通し取付け孔付き物品である第１の物品とコード
通し取付け孔Ｂを有するコード通し取付け孔付き物品である第２の物品とを連結する連結
ストラップであって、
　一本の非ループのコードであるストラップ本体と、
　このストラップ本体を非巻き取り形態で該ストラップ本体の一方の端ないし一方の端寄
りに設けられた、前記コード通し取付け孔Ａを通らない形態の第１のストッパーと、
　前記ストラップ本体を非巻き取り形態で該ストラップ本体の他方の端ないし他方の端寄
りに設けられた、前記コード通し取付け孔Ｂを通らない形態の第２のストッパーとからな
るとともに、
　前記ストラップ本体を適宜な部位で折合わせた状態にして前記コード通し取付け孔Ａに
通し、通り抜けた部分を広げて第１のストッパー潜らせループを形成し、この第１のスト
ッパー潜らせループに前記第１のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第１
のストッパー潜らせループを締めて該第１のストッパーが抜けないようにして前記第１の
物品に該ストラップ本体を取り付け、
　前記ストラップ本体を適宜な部位で折合わせた状態にして前記コード通し取付け孔Ｂに
通し、通り抜けた部分を広げて第２のストッパー潜らせループを形成し、この第２のスト
ッパー潜らせループに前記第２のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第２
のストッパー潜らせループを締めて該第２のストッパーが抜けないようにして前記第２の
物品に該ストラップ本体を取り付け、よって、前記第１の物品と前記第２の物品を前記ス
トラップ本体で連結することを特徴とする連結ストラップである。
＜請求項２記載の発明＞
　ストラップ本体の中央を折り畳合わせ、コード通し取付け孔Ｃを有する第３の物品の該
コード通し取付け孔Ｃに前記ストラップ本体の該折り畳合わせた部位を通し、通り抜けた
部位で第３のストッパー潜らせループを形成し、前記第３のストッパー潜らせループに第
１のストッパーおよび第２のストッパーを潜らせ、前記第１のストッパーおよび前記第２
のストッパーを引き前記第３のストッパー潜らせループを締めて、前記第３の物品に前記
ストラップ本体を取付けた状態とし、前記第１のストッパー側に第１の物品を取り付け、
前記第２のストッパー側に第２の物品を取り付ける使用形態を実現することを特徴とする
請求項１に記載の連結ストラップである。
＜請求項３記載の発明＞
　ストラップ本体の中央を折り畳合わせ、コード通し取付け孔Ｃを有する第３の物品の該
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コード通し取付け孔Ｃにストラップ本体の該折り畳合わせた部位を通し、通り抜けた部位
で第３のストッパー潜らせループを形成し、前記第３のストッパー潜らせループに第１の
ストッパーを潜らせ、前記第１のストッパーを引き第３のストッパー潜らせループを締め
て、前記第３の物品に前記ストラップ本体を取付けた状態とし、前記第１のストッパー側
に第１の物品を取付け、第２のストッパー側に第２の物品を取り付ける使用形態実現する
ことを特徴とする請求項１に記載の連結ストラップである。
＜請求項４記載の発明＞
　シリコンゴム製部材、ウレタンゴム製部材、ポリプロピレンなどの弾性部材からなる移
動ロック部材本体に貫通された、ストラップ本体が摩擦移動自在に通されるコード通し孔
を有してなる第１の移動ロック部材、あるいは、硬質部材からなる移動ロック部材本体に
本体側コード通し孔が設けられ、この本体側コード通し孔に直交する形態で止まり孔が設
けられ、可動体側コード通し孔を有する可動体が前記止まり孔に押し出し付勢された形態
で差し込まれてなり、指で前記可動体を押し込むことにより前記本体側コード通し孔と可
動体側コード通し孔とが重なり前記ストラップ本体を通すことが可能となり、よって前記
可動体を押し込んだ状態で前記移動ロック部材本体がコード上を移動自在とされ、かつ、
前記可動体を解放すると前記押し出し付勢により該可動体は押し出し移動して、前記本体
側コード通し孔と前記可動体側コード通し孔で前記ストラップ本体が挟持止まり形態とな
ってその位置にロックされる第２の移動ロック部材、
　前記第１の移動ロック部材あるいは前記第２の移動ロック部材の前記コード通し孔に前
記ストラップ本体が通されて、前記移動ロック部材が該ストラップ本体上を移動自在とさ
れ、且つ、好みの位置に摩擦止まり形態あるいは挟持止まり形態でロックしておくことが
できることを特徴とする請求項１～３のいずれか1項に記載の連結ストラップである。
＜請求項５記載の発明＞
　第１のストッパーおよび第２のストッパーあるいはいずれか一方が、背面が略平面形態
の平板部材であり、かつ、前記平板部材にはストラップ本体が前記背面側から出る形態で
あることを特徴とする請求項１～４のいずれか1項に記載の連結ストラップである。
＜請求項６記載の発明＞
　コード通し取付け孔Ａを有するコード通し取付け孔付き物品である第１の物品とコード
通し取付け孔Ｂを有するコード通し取付け孔付き物品である第２の物品との連結ストラッ
プによる連結方法であって、
　前記連結ストラップは、一本の非ループのコードからなるストラップ本体、このストラ
ップ本体の一方の端あるいは一方の端寄りに設けられた、前記コード通し取付け孔Ａを通
らない形態の第１のストッパー、前記ストラップ本体の他方の端あるいは他方の端寄りに
設けられた、前記コード通し取付け孔Ｂを通らない形態の第２のストッパーとからなる連
結ストラップであり、
　前記ストラップ本体を適宜な部位で折合わせた状態にして前記コード通し取付け孔Ａに
通し、通り抜けた部分を広げて第１のストッパー潜らせループを形成し、この第１のスト
ッパー潜らせループに前記第１のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第１
のストッパー潜らせループを締めて該第１のストッパーが抜けないようにして第１の物品
に該ストラップ本体を取り付け、
　前記ストラップ本体を適宜な部位で折合わせた状態にして前記コード通し取付け孔Ｂに
通し、通り抜けた部分を広げて第２のストッパー潜らせループを形成し、この第２のスト
ッパー潜らせループに前記第２のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第２
のストッパー潜らせループを締めて該第２のストッパーが抜けないようにして第２の物品
に該ストラップ本体を取り付けることによって、前記第１の物品と前記第２の物品を前記
ストラップ本体で連結することを特徴とする物品の連結ストラップによる連結方法である
。
【発明の効果】
【０００８】
　以上の説明から明らかなように、本発明にあっては次に列挙する効果が得られる。
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＜請求項１記載の発明の効果＞
　コード通し取付け孔Ａを有するコード通し取付け孔付き物品である第１の物品とコード
通し取付け孔Ｂを有するコード通し取付け孔付き物品である第２の物品とを連結する連結
ストラップであって、
　一本の非ループのコードであるストラップ本体と、
　このストラップ本体を非巻き取り形態で該ストラップ本体の一方の端ないし一方の端寄
りに設けられた、前記コード通し取付け孔Ａを通らない形態の第１のストッパーと、
　前記ストラップ本体を非巻き取り形態で該ストラップ本体の他方の端ないし他方の端寄
りに設けられた、前記コード通し取付け孔Ｂを通らない形態の第２のストッパーとからな
るとともに、
　前記ストラップ本体を適宜な部位で折合わせた状態にして前記コード通し取付け孔Ａに
通し、通り抜けた部分を広げて第１のストッパー潜らせループを形成し、この第１のスト
ッパー潜らせループに前記第１のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第１
のストッパー潜らせループを締めて該第１のストッパーが抜けないようにして前記第１の
物品に該ストラップ本体を取り付け、
　前記ストラップ本体を適宜な部位で折合わせた状態にして前記コード通し取付け孔Ｂに
通し、通り抜けた部分を広げて第２のストッパー潜らせループを形成し、この第２のスト
ッパー潜らせループに前記第２のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第２
のストッパー潜らせループを締めて該第２のストッパーが抜けないようにして前記第２の
物品に該ストラップ本体を取り付け、よって、前記第１の物品と前記第２の物品を前記ス
トラップ本体で連結することを特徴とする連結ストラップので、次に述べるような効果を
奏する。
　すなわち、
（１）ストラップ本体を適宜な部位で折合わせた状態にしてコード通し取付け孔Ａに通し
、通り抜けた部分を広げて第１のストッパー潜らせループを形成し、この第１のストッパ
ー潜らせループに前記第１のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第１のス
トッパー潜らせループを締めて該第１のストッパーが抜けないようにして第１の物品に該
ストラップ本体を取り付け、
　前記ストラップ本体を適宜な部位で折合わせ状態にしてコード通し取付け孔Ｂに通し、
通り抜けた部分を広げて第２のストッパー潜らせループを形成し、この第２のストッパー
潜らせループに前記第２のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第２のスト
ッパー潜らせループを締めて該第２のストッパーが抜けないようにして第２の物品に該ス
トラップ本体を取り付け、よって、第１の物品と第２の物品、すなわち、コード通し取付
け孔付き物品同士をそのコード通し取付け孔を使って連結することができるという効果を
奏する。
（２）また、第１の物品と第２の物品を着脱自在形態で連結することができるととともに
、それぞれの物品のコード通し取付け孔Ａ、Ｂにストラップ本体を通しての取付け取り外
しであるので、第１の物品、第２の物品の大きさや形状に制限を与えないので、好みの大
きさ形状の物品を連結できる且つ交換することができるという効果を奏する。
　特に、使用者が手持ちのコード通し取付け孔を有する身飾り品などのコード通し取付け
孔付き物品を付け替えて使用することができるという効果を奏する。
（３）また、ストラップ本体の長さおよびストッパーの大きさに規制されるが、図７に示
す実施例のように、例えば携帯電話とう物品にサクランボ形態でストラップ本体を「スト
ッパー潜らせ取り付け形態」で取り付け、第１のストッパーと第２のストッパー側にそれ
ぞれ物品を取り付けるという、三つの物品（図７では、物品３、物品３１、ストッパー２
６側に取り付ける物品（省略））を連結することも可能であるという効果を奏する。
（４）また、ストッパーは花形状、星形状、ハート形状など多様な形状のものがあるので
、ストッパーが両方の物品あるは人形などの装飾物品である方の物品のアクセントになる
という効果を奏する。
（５）特許文献２の発明は、ストラップ本体であるリールコードはその他方の端が、リー
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ル本体内に固定され巻き取られるものであるので、該他方の端にストッパーを設けること
は不可能な構成であり、よって、本願発明の他方の端にもストッパーを設けるという技術
的思想に相当することを阻害する阻害要因があるというべきものである。
　また、特許文献２の発明はストッパー本体から分離している第１の物品と第２の物品を
該ストッパー本体で連結するという技術的課題と技術的思想は無いものであり、そのよう
な引用文献２の発明に基づいては、ストッパー本体から分離している第１の物品と第２の
物品を該ストッパー本体で連結するという本願発明の技術的課題と技術的思想に想到する
ことは容易にはできないものである。
＜請求項２記載の発明の効果＞
　ストラップ本体の中央を折り畳合わせ、コード通し取付け孔Ｃを有する第３の物品の該
コード通し取付け孔Ｃに前記ストラップ本体の該折り畳合わせた部位を通し、通り抜けた
部位で第３のストッパー潜らせループを形成し、前記第３のストッパー潜らせループに第
１のストッパーおよび第２のストッパーを潜らせ、前記第１のストッパーおよび前記第２
のストッパーを引き前記第３のストッパー潜らせループを締めて、前記第３の物品に前記
ストラップ本体を取付けた状態とし、前記第１のストッパー側に第１の物品を取り付け、
前記第２のストッパー側に第２の物品を取り付ける使用形態を実現することを特徴とする
請求項１に記載の連結ストラップであるので、請求項１記載の発明と同様な効果を奏する
とともに、次に述べるような効果を奏する。
　すなわち、
　３つの物品を連結できる形態を実現するという効果を奏する。
 
＜請求項３記載の発明の効果＞
　ストラップ本体の中央を折り畳合わせ、コード通し取付け孔Ｃを有する第３の物品の該
コード通し取付け孔Ｃにストラップ本体の該折り畳合わせた部位を通し、通り抜けた部位
で第３のストッパー潜らせループを形成し、前記第３のストッパー潜らせループに第１の
ストッパーを潜らせ、前記第１のストッパーを引き第３のストッパー潜らせループを締め
て、前記第３の物品に前記ストラップ本体を取付けた状態とし、前記第１のストッパー側
に第１の物品を取付け、第２のストッパー側に第２の物品を取り付ける使用形態実現する
ことを特徴とする請求項１に記載の連結ストラップであるので、請求項１記載の発明と同
様な効果を奏するとともに次に述べるような効果を奏する。
　すなわち、
　３つの物品を連結できる形態を実現するという効果を奏する。
 
＜請求項４記載の発明の効果＞
　シリコンゴム製部材、ウレタンゴム製部材、ポリプロピレンなどの弾性部材からなる移
動ロック部材本体に貫通された、ストラップ本体が摩擦移動自在に通されるコード通し孔
を有してなる第１の移動ロック部材、あるいは、硬質部材からなる移動ロック部材本体に
本体側コード通し孔が設けられ、この本体側コード通し孔に直交する形態で止まり孔が設
けられ、可動体側コード通し孔を有する可動体が前記止まり孔に押し出し付勢された形態
で差し込まれてなり、指で前記可動体を押し込むことにより前記本体側コード通し孔と可
動体側コード通し孔とが重なり前記ストラップ本体を通すことが可能となり、よって前記
可動体を押し込んだ状態で前記移動ロック部材本体がコード上を移動自在とされ、かつ、
前記可動体を解放すると前記押し出し付勢により該可動体は押し出し移動して、前記本体
側コード通し孔と前記可動体側コード通し孔で前記ストラップ本体が挟持止まり形態とな
ってその位置にロックされる第２の移動ロック部材、
　前記第１の移動ロック部材あるいは前記第２の移動ロック部材の前記コード通し孔に前
記ストラップ本体が通されて、前記移動ロック部材が該ストラップ本体上を移動自在とさ
れ、且つ、好みの位置に摩擦止まり形態あるいは挟持止まり形態でロックしておくことが
できることを特徴とする請求項１～３のいずれか1項に記載の連結ストラップであるので
、請求項１～３のいずれか１項に記載の発明と同様な効果を奏するとともに次に述べるよ



(8) JP 4733220 B1 2011.7.27

10

20

30

40

50

うな効果を奏する。
　すなわち、
　移動ロック部材によって、第２のストッパーと第２の物品の間に位置させて、第２の物
品に当接させて第２のストッパーから第２の物品間のストラップ本体の長さ（＝第１のス
トッパーから第１の物品間のストラップ本体の長さ）の調節状態を固定するという、スト
ラップ長さ調節手段および調節位置保持手段としての使用形態を実現するという効果を奏
する。
　また、第１の物品と第２の物品の間に位置させ、第１の物品に当接させて第１のストッ
パー潜らせループが開くのを阻止する使用形態（コード通し取付け孔がリング部材などス
トラップ本体を余裕で通すような形態のものは特に有効である）を実現する。
　特に、第２のストッパーをリング部材とした場合には、他のストラップをいくつも取り
付けることが可能であり、そうした場合には、他のストラップの重量によって第２のスト
ッパーが引っ張られてストラップ本体が延び出てしまうことが起きる危険があるが、移動
ロック部材を第２のストッパーのコード通し取付け孔の向こう側で第２の物品に当接させ
ておくことにより、ストラップ本体が第２のストッパー側に延び出てしまうということが
起きないようにできる。
　また、ストッパー本体に薄板飾り部材を移動自在に通し、該薄板飾り部材を物品と移動
ロック部材の間に位置させ、薄板飾り部材を物品に当てかつ該薄板飾り部材に移動ロック
部材を当てることによって、薄板飾り部材を物品に当接させた飾り形態を実現するなどの
こともできるという効果を奏する。
 
＜請求項５記載の発明の効果＞
　第１のストッパーおよび第２のストッパーあるいはいずれか一方が、背面が略平面形態
の平板部材であり、かつ、前記平板部材にはストラップ本体が前記背面側から出る形態で
あることを特徴とする請求項１～４のいずれか1項に記載の連結ストラップであるので、
請求項１～４のいずれか１項に記載の発明と同様な効果を奏するとともに次に述べるよう
な効果を奏する。
　すなわち、
　ストッパーをストラップ本体の引きにより物品に引き当て状態（物品とストッパーの間
にストラップ本体が介在する形態も含む）とされた形態にあっては、ストラップ本体がス
トッパーの背面側（裏面側）からでる形態であるので、ストッパーは物品に背面を向けた
取り付け形態となり、よって、コード通し取付け孔および該コード通し取付け孔に通され
回されたストラップ本体を正面から見た場合では隠す形態を実現し、かつ、ストッパーの
正面は正面を向いた形態になるという効果を奏する。
　正面を向くストッパーの正面（表面）は飾り物形態とする、あるいは他の飾り部材を接
着剤、溶着、融着、嵌合などによって取り付けることが可能である。
 
＜請求項６記載の発明の効果＞
　コード通し取付け孔Ａを有するコード通し取付け孔付き物品である第１の物品とコード
通し取付け孔Ｂを有するコード通し取付け孔付き物品である第２の物品との連結ストラッ
プによる連結方法であって、
　前記連結ストラップは、一本の非ループのコードからなるストラップ本体、このストラ
ップ本体の一方の端あるいは一方の端寄りに設けられた、前記コード通し取付け孔Ａを通
らない形態の第１のストッパー、前記ストラップ本体の他方の端あるいは他方の端寄りに
設けられた、前記コード通し取付け孔Ｂを通らない形態の第２のストッパーとからなる連
結ストラップであり、
　前記ストラップ本体を適宜な部位で折合わせた状態にして前記コード通し取付け孔Ａに
通し、通り抜けた部分を広げて第１のストッパー潜らせループを形成し、この第１のスト
ッパー潜らせループに前記第１のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第１
のストッパー潜らせループを締めて該第１のストッパーが抜けないようにして第１の物品
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に該ストラップ本体を取り付け、
　前記ストラップ本体を適宜な部位で折合わせた状態にして前記コード通し取付け孔Ｂに
通し、通り抜けた部分を広げて第２のストッパー潜らせループを形成し、この第２のスト
ッパー潜らせループに前記第２のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第２
のストッパー潜らせループを締めて該第２のストッパーが抜けないようにして第２の物品
に該ストラップ本体を取り付けることによって、前記第１の物品と前記第２の物品を前記
ストラップ本体で連結することを特徴とする物品の連結ストラップによる連結方法である
ので、請求項１記載の発明と同様な効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施例１を示す正面図。
【図２】本発明の実施例１の物品への取付け状態例を示す正面図。
【図３】本発明の実施例１のコード通し取付け孔への取付け手順図。
【図４】本発明の実施例１の使用状態例図。
【図５】本発明の実施例２を示す正面図。
【図６】本発明の実施例２の取付け手順斜視図。
【図７】図６の続き。
【図８】本発明の実施例３の正面図および物品への取付け状態図。
【図９】本発明の実施例４の正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図および正面図中
央縦断面図。
【図１０】本発明の実施例４のストラップ本体装着状態断面図および物品への取付け状態
断面図。
【図１１】本発明の実施例４の物品への取付状態正面図および従来のストッパー部品を用
いた物品への取付け状態正面図。
【図１２】本発明の実施例５の斜視図。
【図１３】本発明の実施例６の斜視図。
【図１４】本発明の実施例７の斜視図。
【図１５】本発明の実施例８の斜視図。
【図１６】本発明の実施例９の斜視図。
【図１７】本発明の実施例１０の斜視図および断面図。
【図１８】本発明の実施例１１の斜視図。
【図１９】本発明の実施例１１の使用状態を示す正面図。
【図２０】本発明の実施例１２の正面図および移動ロック部材の取付け図。
【図２１】本発明の実施例１２の正面図および組立のための斜視図。
【図２２】本発明の実施例１３の組立のための斜視図。
【図２３】本発明の実施例１４の組立のための斜視図。
【図２４】本発明の実施例１５の正面図および使用状態図。
【図２５】本発明の実施例１６の使用状態図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態である本発明の実施例について説明する。但
し、本発明をこれら本発明の実施例のみに限定する趣旨のものではない。また、後述する
実施例の説明に当って、前述した実施例の同一構成部分には同一符号を付して重複する説
明を省略する。
【実施例１】
【００１１】
　図１～図４に示す本発明の実施例１において、１は連結ストラップであって、連結スト
ラップ１は、コード通し取付け孔Ａを有するコード通し取付け孔付き物品である物品２と
コード通し取付け孔Ｂを有するコード通し取付け孔付き物品である物品３とを着脱自在形
態（取付け取り外し自在）で連結させるものであって、



(10) JP 4733220 B1 2011.7.27

10

20

30

40

50

　コードであるストラップ本体４と、
　このストラップ本体４の一方の端あるいは一方の端寄りに該ストラップ本体４の非巻き
取り形態で設けられた、前記コード通し取付け孔Ａおよび前記コード通し取付け孔Ｂを通
らない形態の球体部材であるストッパー５と、
　前記ストラップ本体４の他方の端あるいは他方の端寄りに該ストラップ本体４の非巻き
取り形態で設けられた、前記コード通し取付け孔Ａおよび前記コード通し取付け孔Ｂを通
らない形態のリング部材であるストッパー６とからなるとともに、
　前記ストラップ本体４を適宜な部位で折合わせ状態にして前記コード通し取付け孔Ａに
通し、通り抜けた部分を広げてストッパー潜らせループ７を形成し（図３の（ａ）図）、
このストッパー潜らせループ７に前記ストッパー５を潜らせ（図３の（ａ）図）、該スト
ラップ本体４を引いて該ストッパー潜らせループ７を締めて該ストッパー５が抜けないよ
うにして（図３の（ｂ）、（ｃ）図）、よって、物品２に該ストラップ本体４を取り付け
（このような取り付け形態を「ストッパー潜らせ取り付け形態」という）、
　前記ストラップ本体４を適宜な部位で折合わせ状態にして前記コード通し取付け孔Ｂに
通し、通り抜けた部分を広げてストッパー潜らせループ８を形成し（図３の（ａ）図）、
このストッパー潜らせループ８に前記ストッパー６を潜らせ（図３の（ａ）図）、該スト
ラップ本体４を引いて該ストッパー潜らせループ８を締めて該第２のストッパーが抜けな
いようにして（図３の（ｂ）、（ｃ）図）、よって、第２の物品に該ストラップ本体を取
り付けことができるようにしたことを特徴としている。
　コード通し取付け孔付き物品である物品２、物品３には、コード通し取付け孔を有する
あらゆる物品（携帯電話、携帯カメラ、音楽プレイヤー、携帯無線機、携帯警報機、肩掛
けバック、手提げカバン、置物、展示品、実飾り品、財布、アクセント品、キャラクター
、値札、ネームプレート、ハンドストラップ、ネックストラップ、身飾り品などの飾り、
財布、アクセント品、キャラクター品など多様なものがある）が含まれるものである。
　コード通し取付け孔付き物品のコード通し取付け孔は、携帯電話のように携帯電話本体
そのものに設けられた孔、人形に縫い付けられた紐輪の孔、飾り部品に直接にあるいは間
接に設けられた金属製リングや合成樹脂製リングなどのリング部材の孔、網目の孔など、
ストラップ本体を適宜な部位で折合わせた状態にしてコード通し取付け孔に通し、通り抜
けた部分を広げてストッパー潜らせループを形成し、このストッパー潜らせループにスト
ッパーを潜らせることができる孔は全てコード通し取付け孔である。
　携帯電話Ａと携帯電話Ｂを連結する、携帯電話とアクセント品やキャラクター品を連結
する、キャラクター品Ｃとキャラクター品Ｄを連結するなど、物品の連結形態は多様であ
る。
【００１２】
　ストッパー潜らせループにストッパーを潜らせ（図３の（ｂ）図）、ストラップ本体を
引いてストッパー潜らせループを締めた場合には、ストッパー潜らせループ部分はストラ
ップ本体に引っ張れてコード通し取付け孔を抜け反対側にでる（図３の（ｃ）図参照）（
但し、カードの太さカード通し取付け孔の太さ大きさによっては抜けないばあいもある）
。これによって、ストッパーを強く引かない限りは通常の使用では抜けない状態が形成さ
れる。
　ストラップ本体４は非ループの一本コードであるとともに、コード通し取付け孔が直角
に曲がっていてその内壁に当り擦れても、崩れることなく通される適宜なしなやかさと硬
さのものである。適宜なしなやかさと硬さのもののイメージは、釣り糸のテグスのような
もの、ストラップ材としてよく使われているものでは中にしなやかな細コードが束ねられ
編組材で被覆した編組コード、あるいは一本のテグスのような細線部材を編組材で被覆し
た編組コードなどである。
【００１３】
　また、ストラップ本体が、折り合わせた状態ではコード通し取付け孔を容易には通らな
い太さ、軟らかさのものでも、二つ折り形態でコード通し取付け孔を容易に通りかつ通り
抜けた部位でストラップ本体を掛けるコード掛けループを形成するテグスのような補助コ
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ードをつかい、補助コードを引き抜きストラップ本体をコード通し取付け孔に強引に通す
という方法によるものもよい。
【００１４】
　シリコンゴム製部材、ウレタンゴム製部材、ポリプロピレンなどの合成樹脂製弾性部材
などの弾性部材からなる直径４ｍｍ～５ｍｍの球体形態（多角体、楕円体、ハート体、星
体など多様な形態がある）の移動ロック部材本体１０に貫通されたコード通し孔１１を有
してなる移動ロック部材１２の、前記コード通し孔１１にストラップ本体４が通されて、
前記移動ロック部材１２が該ストラップ本体４上を摩擦移動自在とされ、且つ、好みの位
置に弾性部材の弾性力による弾性摩擦止まり形態としておくことができるようにしている
。
　また、移動ロック部材１２には移動ロック部材本体１０を形成するときに一体的に埋め
込み形成された針金部材からなる閉じ輪形態の閉じフック１３が設けられている。
　閉じフック１３には、開口部１４を有する環形態としたパイプ部材からなる引き輪本体
１５、この引き輪本体１５内に一部をスライド自在に挿入させて中のスプリングによって
押し出し付勢状態とされた、開口部１４を開閉する引きピン１６を有し、引き輪本体１５
の外周部には閉じ形態からなる装飾品等を取り付ける閉じ形態の閉じフック１７を有する
引き輪１８を着脱自在形態で付属させている。
　移動ロック部材１２は、物品２と物品３の内側の適当な位置にして、引き輪１８に他の
装飾物品を取付けての使用形態、物品２に当接する位置にしてストッパー潜らせループ７
が開くのを阻止する使用形態（コード通し取付け孔がリング部材などストラップ本体４を
余裕で通すような形態のものは特に有効である）、あるいは、ストッパー６と物品３の間
に位置させて、物品３に当接させてストッパー６から物品３間のストラップ本体４の長さ
（＝ストッパー５から物品２間のストラップ本体４の長さ）の調節状態を固定する、スト
ラップ長さ調節固定手段としての使用などがある。
　特に、リング部材からなるストッパー６には、他のストラップを取り付けることが可能
であり、そうした場合には、他のストラップの重量によってストッパー６が引っ張られて
ストラップ本体４が延び出てしまうことが起きる危険があるが、移動ロック部材１２をス
トッパー６のコード通し取付け孔Ｂの向こう側で物品３に当接させておく（図２の右図参
考）ことにより、ストラップ本体４がストッパー６側に延び出てしまうということができ
ないようにすることができる。
　移動ロック部材１２を二つあるいはそれ以上ストラップ本体４上を摩擦移動可能に設け
るのも良い。
　図２の右図のように、リング形態のストッパー６を物品３に当接ないし近接させた状態
で、他の複数のストラップを取り付ける使用形態を想定した連結ストラップにあっては、
ストラップ本体４の長さは６０ｍｍ～７０ｍｍで、好ましくは略６５ｍｍ程度とするのが
よい。
　ストッパー６に取り付ける他の複数のストラップは、ストラップループ２０ａ、２０ｂ
、２０ｃ以外に、コードからなるストラップ本体に直接的にあるいは間接的に物品を設け
たストラップ、物品に鎖や連結金具で蟹環や引輪を設けた飾りものなど多様な形態のもの
を取り付けることができる。
【００１５】
　移動ロック部材には、ゴム製部材や弾性合成樹脂製部材などの弾性体の摩擦滑りスライ
ド移動形態のもの以外では、硬質合成樹脂製部材や金属製部材などの硬質部材からなる移
動ロック部材本体に本体側コード通し孔が設けられ、このコード通し孔に直交する形態で
止まり孔が設けられ、可動体側コード通し孔を有する可動体が止まり孔に圧縮コイルばね
からなる押し出し付勢によって押し出し付勢された形態で差し込まれてなり、指で可動体
を押し込むことにより本体側コード通し孔と可動体側コード通し孔とが重なりコード（ス
トラップ本体）を通すことが可能となり、よって可動体を押し込んだ状態で移動ロック部
材本体がコード上を移動自在とされ、かつ、可動体を解放すると押し出し付勢手段により
可動体は押し出し移動して、本体側コード通し孔と可動体側コード通し孔でコードを挟持
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し止まる状態（挟持止まり形態）となってその位置にロックされる移動ロック部材もよい
。
　また、その形状も、球体、半球体、椀体、角体、ハート形、星形などの平板体など多様
な形状のものがある。特に、平板、椀体、半球体などものは、物品に当接させることによ
り、ストッパー潜らせ結束部分のコードを隠す機能を持たせることもできる。
【００１６】
　リング形態のストッパー６には、非ループのコードからなるストラップ本体１９の一方
端にストッパー２２を設け、他方単に物品２１ａを設けてなるストラップ２０ａを取り付
け、同様に、ストラップ本体１９の一方端にストッパー２２を設け、他方単に物品２１ｂ
を設けてなるストラップ２０ｂを取り付け、他方単に物品２１ｃを設けてなるストラップ
２０ｃを取り付けた、使用形態例となっている（図２の右図参照）。（ストッパー６への
他のストラップとしてストラップ本体がループコード形態であるものも当然可能である。
）
　ストッパー６へのストラップ本体１９の取付けは、ストラップ本体１９を折り合わせて
ストッパー６の孔に通してストッパー潜らせループを形成し、該ストッパー潜らせループ
にストッパー２２を潜らせて取り付ける、「ストッパー潜らせ取り付け形態」により取り
付けている。
　また、移動ロック部材１２を物品３と物品２との間に位置させるようにして、移動ロッ
ク部材１２を物品３に当接させる位置としている。これによって、ストラップ２０ａ、２
０ｂ、２０ｃの荷重によってストッパー６が引っ張られても、ストラップ本体４は移動ロ
ック部材１２によって移動が阻止されるので、ストッパー６の方にストラップ本体４が延
びることができない、すなわち、ストッパー６およびストラップ２０ａ、２０ｂ、２０ｃ
の位置が固定された形態を実現しているものである。
　ストッパーは２０ｍｍ以下の大きさとするのが、ストラップ本体の長さおよびストッパ
ー潜らせループの形成にとって好適である。
【００１７】
　シリコンゴム製部材などの弾性部材からなる移動ロック部材本体に貫通されたコード通
し孔を有してなる移動ロック部材の、前記コード通し孔にストラップ本体が通されて、前
記移動ロック部材本体が該ストラップ本体上を移動自在とされ、且つ、好みの位置に摩擦
止まり形態としておくことができるようにしてなる連結ストラップは、移動ロック部材を
４ｍｍ程度の小さいものにできる。
【００１８】
　ストッパー５あるいはストッパー６のいずれか一方を（ここではストッパー６を品物と
する）、ストラップ本体４に直接的に取り付けたあるいは間接的に取り付けられた、ハン
ドストラップ、ネックストラップ、身飾り品などの飾り、財布、アクセント品、キャラク
ター人形、値札、ネームプレートなどの品物とすることも、そのように見ることもでき、
その場合にあっては、連結ストラップ１は既に前記品物が取り付けられたストラップＨで
ある。
　そうすると、このストラップＨは、コード通し取付け孔Ａを有する物品（携帯電話、デ
ジカメ、財布など）に取り付けるストラップであって、
　コードからなるストラップ本体４と、
　このストラップ本体４の一方の端あるいは一方の端寄りに設けられた、前記コード通し
取付け孔Ａを通らない形態のストッパー５と、
　前記ストラップ本体４の他方の端あるいは他方の端寄りに直接的にあるいは間接的に設
けられた品物と、
　移動ロック部材本体１０に貫通されたコード通し孔１１を有し、このコード通し孔１１
にストラップ本体４が通されて、前記移動ロック部材本体１０が該ストラップ本体４上を
移動自在とされ、且つ、好みの位置に摩擦止まり形態あるいは挟持止まり形態でロックし
ておくことができる移動ロック部材１２とからなるとともに、
　前記ストラップ本体４を適宜な部位で折合わせ状態にして前記コード通し取付け孔Ａに
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通し、通り抜けた部分を広げてストッパー潜らせループ７を形成し、このストッパー潜ら
せループ７に前記ストッパー５を潜らせ、該ストラップ本体４を引いて該ストッパー潜ら
せループ７を締めて該ストッパー５が抜けないようにして、前記物品に該ストラップ本体
４および前記品物を取り付けことができるようにしたことを特徴としている。
　ストラップＨの発明特定事項は「移動ロック部材本体に貫通されたコード通し孔を有し
、このコード通し孔にストラップ本体が通されて、前記移動ロック部材本体が該ストラッ
プ本体上を移動自在とされ、且つ、好みの位置に摩擦止まり形態あるいは挟持止まり形態
でロックしておくことができる移動ロック部材」という事項にあるものである。
　この発明特定事項によって、移動ロック部材をストッパーと物品の間に位置させて、物
品に当接させて物品と品物の間のストラップ本体の長さを好みの長さに調節し、その長さ
を保持する、ストラップ長さ調節手段および保持手段としての使用形態を実現する。
　また、ストラップ本体上に移動自在に飾り部材を設けた形態において、その飾り部材を
移動ロック部材によってストラップ本体上の好みの位置に保持させることができる。
　すなわち、ストラップ本体上を移動自在とされ、且つ、好みの位置に摩擦止まり形態あ
るいは挟持止まり形態でロックしておくことができる移動ロック部材の機能によって、多
様な飾り形態を実現するストラップを実現するという効果を奏する。
【００１９】
　図４において、「ストッパー潜らせ取り付け形態」で取り付けた物品２をストラップ本
体４の中程に位置させ、移動ロック部材１２を物品２側に当接させ、ストッパー５側に移
動できないようにしている（図４の（ａ）図）。
　さらに、コード通し取付け孔Ｃを有する物品２１ｂをストッパー５側に「ストッパー潜
らせ取り付け形態」で取り付けている（図４の（ｂ）図）。実際の取付けでは、先に物品
２および物品２１ｂを取り付け、そのようにして第３の物品にストッパー６を取り付け、
から物品２を中程に移動させ、物品２の位置調節をして移動ロック部材１２で物品２１ｂ
側にそれ以上移動できないように止める。
　また、移動ロック部材１２を第２のストッパー側に寄せておいて、ストッパー５側で物
品２を「ストッパー潜らせ取り付け形態」で取り付け、ストッパー６で物品３を「ストッ
パー潜らせ取り付け形態」で取り付け、物品３をストラップ本体４の中程（好みの位置）
に位置させ、移動ロック部材１２を物品３に寄せ当てて、第１の物品１から物品３の間の
ストラップ本体４の長さが固定されるようにした使用形態。
　上記のような使用形態は、ストラップ本体４の長さ、ストッパーの大きさによって制約
されるものであることはいうまでもない。
【００２０】
　連結ストラップ１は、コード通し取付け孔Ａを有する第１の物品とコード通し取付け孔
Ｂを有する第２の物品とを着脱自在形態で連結することを実現する、次のような物品の連
結ストラップによる連結方法を実現しているものである。
　すなわち、
　ストラップ本体、このストラップ本体の一方の端あるいは一方の端寄りに該ストラップ
本体の非巻き取り形態で設けられた、前記コード通し取付け孔Ａおよび前記コード通し取
付け孔Ｂを通らない形態の第１のストッパー、前記ストラップ本体４の他方の端あるいは
他方の端寄りに該ストラップ本体の非巻き取り形態で設けられた、前記コード通し取付け
孔Ａおよび前記コード通し取付け孔Ｂを通らない形態の第２のストッパーとからなる連結
ストラップの前記第１の物品と前記第２の物品への物品の連結ストラップによる連結方法
であって、
　前記ストラップ本体を適宜な部位で折合わせ状態にして前記コード通し取付け孔Ａに通
し、通り抜けた部分を広げて第１のストッパー潜らせループを形成し、この第１のストッ
パー潜らせループに前記第１のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第１の
ストッパー潜らせループを締めて該第１のストッパーが抜けないようにして、よって、第
１の物品に該ストラップ本体を取り付け、
　前記ストラップ本体を適宜な部位で折合わせ状態にして前記コード通し取付け孔Ｂに通
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し、通り抜けた部分を広げて第２のストッパー潜らせループを形成し、この第２のストッ
パー潜らせループに前記第２のストッパーを潜らせ、該ストラップ本体を引いて該第２の
ストッパー潜らせループを締めて該第２のストッパーが抜けないようにして、よって、第
２の物品に該ストラップ本体を取り付けるようすることを特徴とする物品の連結ストラッ
プによる連結方法である。
【実施例２】
【００２１】
　図５～図７に示す本発明の実施例２において前記実施例１と主に異なる点は、ストラッ
プ本体４の一方の端にストッパー２５を設け、他方の端にストッパー２６を設け、ストラ
ップ本体４に該ストラップ本体４を通して設けたシリコンゴム製部材、他のゴム製部材あ
るいは弾性合成樹脂製部材のみ（閉じフック１３無し）からなる移動ロック部材２７ａ、
２７ｂを設け、ストラップ本体４の長さを約１００ｍｍ～約１７０ｍｍ（好ましくは約１
４０ｍｍｍ～約１５０ｍｍ）として（本実施例では約１４５ｍｍ）なる連結ストラップ２
８を形成した点にある。
　ストラップ本体４の長さを約１００ｍｍ～約１７０ｍｍとした場合、ストッパーは２０
ｍｍ以下の大きさとするのがよい。
【００２２】
　連結ストラップ２８の使用形態は主に４つの使用形態がある。
≪第１の使用形態≫
　図６、図７に示す、ストッパー２５に移動ロック部材２７ａを寄せ、ストッパー２６に
移動ロック部材２７ｂを寄せ、ストラップ本体４の中央を折り畳合わせ、物品３のコード
通し取付け孔Ｂにストラップ本体４の該折り畳合わせた部位を通し、通り抜けた部位でス
トッパー潜らせループ３０を形成し（図６の（ａ）図）、ストッパー潜らせループ３０に
ストッパー２５およびストッパー２６を潜らせ（図６の（ｂ）図）、ストッパー２５およ
びストッパー２６を引きストッパー潜らせループ３０を締め（図６の（ｃ）図）、移動ロ
ック部材２７ａ、２７ｂを物品３に寄せ当接させ（図６の（ｄ）図）、ストッパー２５側
でストッパー潜らせループ３３を形成して「ストッパー潜らせ取り付け形態」でコード通
し取付け孔Ｄを有する物品３１を取り付け（図７）、好みによって、ストッパー２６にも
「ストッパー潜らせ取り付け形態」でコード通し取付け孔を有する他の物品を取り付ける
使用形態。
　物品３に寄せ当接させた移動ロック部材２７ａ、２７ｂによって、二つに枝分かれされ
たストラップ本体４のそれぞれは、一方の側に引っ張られても容易には移動しない固定状
態とされる。
≪第２の使用形態≫
　図示しないが、ストッパー２５に移動ロック部材２７ａを寄せ、ストッパー２６に移動
ロック部材２７ｂを寄せ、ストラップ本体４の中央を折り畳合わせ、物品３のコード通し
取付け孔Ｂにストラップ本体４の該折り畳合わせた部位を通し、通り抜けた部位でストッ
パー潜らせループ３０を形成し、ストッパー潜らせループ３０にストッパー２５を潜らせ
、ストッパー２５を引きストッパー潜らせループ３０を締め、移動ロック部材２７ａ、２
７ｂを物品３に寄せ当接させ、ストッパー２５に「ストッパー潜らせ取り付け形態」でコ
ード通し取付け孔を有する物品を取り付け、好みによって、ストッパー２６にも「ストッ
パー潜らせ取り付け形態」でコード通し取付け孔を有する他の物品を取り付ける、図４の
（ｃ）図に似た使用形態。
　物品３に寄せ当接させた移動ロック部材２７ａ、２７ｂによって、二つに枝分かれされ
たストラップ本体４のそれぞれは、一方の側に引っ張られても容易には移動しない固定状
態とされる。
≪第３の使用形態≫
　図示しないが、ストッパー２５とストッパー２６のそれぞれにコード通し取付け孔を有
する物品を「ストッパー潜らせ取り付け形態」で連結する、図２に似た使用形態。
≪第４の使用形態≫
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　図示しないが、ストッパー２５にコード通し取付け孔を有する物品を「ストッパー潜ら
せ取り付け形態」で取り付け、ストラップ本体４の中途に１個～２個の他のコード通し取
付け孔を有する物品を「ストッパー潜らせ取り付け形態」取り付け、移動ロック部材２７
ａおよび移動ロック部材２７ｂあるいはいずれか一方で位置止めする、図３の上図に似た
使用形態。
≪第５の使用形態≫
　図示しないが、ストッパー２５にコード通し取付け孔を有する物品を「ストッパー潜ら
せ取り付け形態」で取り付け、ストラップ本体４の中途に１個～２個の他のコード通し取
付け孔を有する物品を「ストッパー潜らせ取り付け形態」取り付け、コード通し取付け孔
を有する物品を「ストッパー潜らせ取り付け形態」取り付け、移動ロック部材２７ａおよ
び移動ロック部材２７ｂあるいはいずれか一方で位置止めする、図３の下図に似た使用形
態。
【実施例３】
【００２３】
　図８に示す本発明の実施例３において３５は連結ストラップであって、この連結ストラ
ップ３５はストラップ本体４と、このストラップ本体４の一方の端方に設けられた電話形
態のストッパー３７と、他方の端方に設けられたストパー６と、ストラップ本体４上に移
動可能に設けられた２個の移動ロック部材１２とからなっている。
　移動ロック部材１２、１２を物品３に寄せ当てることによって、ストラップ本体４のス
トッパー６側とストッパー３７側の長さを固定状態にできる。
　すなわち、移動ロック部材１２、１２によって、ストッパー６側のストラップ本体４の
長さとストッパー３７側のストラップ本体４の長さを好みに長さに調節でき、その長さを
保持することができる。
【実施例４】
【００２４】
　図９～図１１に示す本発明の実施例４において４０はストラップ用のストッパーであっ
て、このストッパー４０は、略平板部材からなるストッパー本体４１と、このストッパー
本体４１の背面５３の中寄りに凹み形成されたコード出し背面開口部４７の凹み形成側壁
面の一つである開口形成段差面４２（実施例では中央より少し下方）と、ストッパー本体
４１の底面から開口形成段差面４２に向けて貫通され、ストッパー本体４１の底面に一方
の開口部４３が形成されかつ開口形成段差面４２に他方の開口部４４を形成してなる、ス
トラップ本体４を通しかつ他方の開口部４４から出たストラップ本体４をストパー本体４
１の背面５３側に出すためのあるいは該背面５３側に出すことを可能としたコード通し孔
４５と、開口形成段差面４２によって形成されたコード入り部底面４６によって平面５４
まで続くように形成された、他方の開口部４４から出たストラップ本体４が平面５４に略
真っ直ぐに向かって該平面５４から外にでるようにする溝形態のコード出し背面開口部４
７と、このコード出し背面開口部４７の平面５４近くに設けられたストラップ本体４の太
さよりもコード出し背面開口部４７の背面５３側開口の一部を狭くして、コード出し背面
開口部４７にあるストラップ本体４が背面５３側に抜けないように止める突起形態のコー
ド止め突起４８とからなっている。
　コード通し孔４５は、底面５６の一方の開口部４３から形成されたストラップ本体４の
結び目５２が入り保持されるストラップ本体４の太さよりも広い径の結び目入り孔４９と
、この結び目入り孔４９からその他方の開口部４３に連絡されたストラップ本体４の太さ
と同等程度からそれより僅かに広い径のコード出し背面開口部４７に連絡した狭い通し孔
５０と、結び目入り孔４９と狭い通し孔５０の境に形成された、結び目５２の狭い通し孔
５０への進入を阻止する進入阻止段差部５１とからなっている（図１０参照）。
　また、ストッパー本体４１の背面５３は「ストッパー潜らせ取り付け形態」としかつで
きる限り物品に近づけた状態での、物品に近接ないし当接する物品近接面を形成し、この
状態にあっては、ストッパー本体４１の正面６６はその平面形態部位によってコード通し
取付け孔Ｂおよび該コード通し取付け孔Ｂを潜り廻ったストッパー本体部位を隠す形態と
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なる。正面６６に花装飾部材などの装飾部材を接着剤や粘着材で取付けることもできる。
　コード止め突起４８へのストラップ本体４は指で押し込むと容易に入り、背面側に引く
と容易に抜けるような幅となっている。
【００２５】
　図１０の下図に示すように、「ストッパー潜らせ取り付け形態」でストッパー４０を物
品３に取り付けた形態にあって、物品３側にストッパー４０を引きつけて該物品３に当接
する状態にあっては、他方の開口部４４から出ているストラップ本体４は強制的にストッ
パー４０の背面側に向き出た状態となって、それによってストッパー４０は物品３にその
背面を押し当てられた状態である正面を向いた状態が固定状態とされ、ストッパー４０の
大きさにもよるが、ストッパー背部のコード通し取付け孔Ｂおよびそれを通り外周を回っ
ているストラップ本体４部分が隠されるので、良好な美観を形成する。
【００２６】
　良好な美観を形成するその事例を、図１１で示している。
　すなわち、図１１の右図に示す側面からストレートなコード通し孔を有する従来のスト
ッパー部品をストラップ用ストッパー５５として用いたものにあっては、底面から平面に
真っ直ぐに貫通したコード通し孔を有する従来のストラップ用ストッパー５５を一本コー
ドであるストラップ本体４の先端に取り受けたものでは、物品２の耳の部分にあけたコー
ド通し取付け孔Ｅに「ストッパー潜らせ取り付け形態」でストラップ用ストッパー５５を
取付け、ストラップ用ストッパー５５を物品２に引き寄せ当接させた場合、ストラップ用
ストッパー５５の底面が正面を向いた形態、すなわち、正面が上向き、下向きあるいは横
向きとなって、熊人形（物品２）の耳にハート飾りが寝た状態で突き当たったような違和
感のあるアクセント状態となり、また、取付けコード部分も正面から見えてしまうもので
ある。
　これに対して、図１１の左図に示す、本発明の実施例のストッパー４０をストラップ本
体４の先端に取り付けたものでは、物品２の耳の部分にあけたコード通し取付け孔Ｅに「
ストッパー潜らせ取り付け形態」でストラップ用ストッパー５５を取付け、ストラップ用
ストッパー５５を物品２に引き寄せ当接させた場合、ストッパー４０の背面が物品２に当
って、結果、正面が正面を向いた形態となって、熊人形の耳にハート飾り正面を向いた違
和感のない自然なアクセント取り付け状態となり、また、取付けコード部分も正面からは
ストッパー４０に隠れて見えない状態を実現するものである。
　ストッパー５５は、ハート形状、星形状、多角形状、花形状、リボン形状、動物形状、
乗り物形状など多様な形態がある。
【００２７】
　ストッパーが、ストッパー本体と、このストッパー本体の背面の中寄りに形成された凹
み形態のコード入り部の一側壁面である開口形成段差面と、前記ストッパー本体の底面か
ら前記開口形成段差面に向けて貫通され、前記ストッパー本体の底面に一方の開口部を形
成し前記開口形成段差面に他方の開口部を形成している、前記ストラップ本体を通しかつ
前記他方の開口部から出た該ストラップ本体を、前記ストパー本体の背面側に出すための
あるいは該背面側に出すことを可能としたコード通し孔とからなる連結ストラップは、物
品側にストッパーが引きつけられ該物品に当接する状態にあっては、他方の開口部から出
ているストラップ本体は強制的に該ストッパーの背面側に向き出た状態となって、それに
よってストッパーは前記物品にその背面を押し当てられた状態である正面を向いた状態が
固定状態とされ、よってストッパーの形状がよくみえる状態になるという効果を奏する。
また、ストッパーが板上形態のものである場合は、ストッパー背部のコード通し取付け孔
およびそれを通り外周を回っているストラップ本体部分が隠される。
　特に、ストッパーは花形状、星形状、ハート形状など多様な形状のものがあるので、ス
トッパーが両方の物品あるは人形などの装飾物品である方の物品のアクセントになる場合
にあっては、ストッパーが装飾物品の正面と同じ正面を向くようにできることは違和感の
ないアクセントの取り付けを実現する。
【００２８】
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＜１＞
　ストラップ用ストッパーであって、
　ストッパー本体と、
　このストッパー本体の側面にあけられたコードからなるストラップ本体の結び目が入る
ための結び目入り孔と、
　この結び目入り孔に連絡した該結び目入り孔より狭い孔である前記ストラップ本体が通
る狭い通し孔と、
　この狭い通し孔と前記結び目入り孔との境に形成された、結び目の前記狭い通し孔への
進入を阻止する進入阻止段差部と、
　ストッパー本体の背面に形成された、前記狭い通し孔に連絡して該狭い通し孔を通った
前記ストラップ本体を前記ストラップの背面から出すためのコード出し背面開口部と、
　以上のごとく構成されてなることを特徴とするストラップ用ストッパー。
＜２＞
　ストラップ用ストッパーであって、
　ストッパー本体と、
　このストッパー本体の側面にあけられたコードからなるストラップ本体の結び目が入る
ための結び目入り孔と、
　この結び目入り孔に連絡した該結び目入り孔より狭い孔である前記ストラップ本体が通
る狭い通し孔と、
　この狭い通し孔と前記結び目入り孔との境に形成された、結び目の前記狭い通し孔への
進入を阻止する進入阻止段差部と、
　前記狭い通し孔に真っ直ぐに連絡され該狭い通し孔の反対側面に抜けた、前記狭い通し
孔よりも広く該狭い通し孔を通った前記ストラップ本体が通り抜けて、前記ストッパー本
体の外側に抜ける溝であるコード通し溝と、
　前記ストッパー本体の背面に形成された、前記コード通し溝の開口でありかつ開口幅が
前記ストラップ本体の太さよりも狭い幅である、前記狭い通り孔に連絡して該狭い通し孔
を通った前記ストラップ本体を前記ストラップの背面から出すためのコード出し背面開口
部と、
　以上のごとく構成されてなることを特徴とするストラップ用ストッパー。
【実施例５】
【００２９】
　図１２に示す本発明の実施例５において５７はストラップ用のストッパーであって、こ
のストッパー５７は、半球形態ないし正面球面を有する円柱体形態のストッパー本体５８
と、このストッパー本体５８の背面側の底面寄りではないおよび平面寄りではないところ
（略中央）に形成された傾斜面である開口形成段差面５９と、ストッパー本体５７の底面
から開口形成段差面５９に向けて貫通され、ストッパー本体５７の底面に一方の開口部４
３（図示せず省略）が形成され開口形成段差面５９に他方の開口部４４を形成してなる、
ストラップ本体４を通しかつ他方の開口部４４から出たストラップ本体４を、ストパー本
体５７の背面側に出すためのあるいは該背面側に出すことを可能としたコード通し孔４５
と、開口形成段差面５９によって形成されたコード入り部底面６０によって平面まで続く
ように形成された、他方の開口部４４から出たストラップ本体４が平面に向かって該平面
から外にでるようにする溝形態のコード出し背面開口部６１とからなっている。
　コード通し孔４５の構造は実施例４のストッパー４０と同じである。
【実施例６】
【００３０】
　図１３に示す本発明の実施例６において前記実施例５と主に異なる点は、狭い通し孔４
４に真っ直ぐに連絡され該狭い通し孔４４の反対側に抜け平面開口６５形成しかつ狭い通
し孔４４よりも広く該狭い通し孔４４を通ったストラップ本体４が通り抜けて該ストッパ
ー本体４の外側（平面）に抜ける溝であるコード通し溝６３を形成し、このコード通し溝
６３の溝開口であるコード出し背面開口部６１をストッパー本体５８の背面に形成し、コ
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ード出し背面開口部６１がストラップ本体４の太さよりも狭い幅としたストッパー６４を
形成した点にある。
　このような構造とすることにより、コード通し溝６３の平面開口６５からだしたストラ
ップ本体４を背面側に起こしコード出し背面開口部６１に入れ、平面中央に引き入れるこ
とによりストラップ本体４はストッパー本体５８の背面略中央に出された形態に保持され
る。
　よって、ストッパー６４のぶらつかせた吊り下げ状態においても、あるいは物品への引
きつけ当接状態においても、いずれの場合にあってもストラップ本体４の背面からの出し
状態での使用形態と、平面開口６５からの出し状態での使用形態という、二種類の使用形
態を実現するものである。
　また、ストッパー本体５８の以上のような構造は、対向する二つの金型によって成形す
ることができる。
【実施例７】
【００３１】
　図１４に示す本発明の実施例７において前記実施例５と主に異なる点は、ストッパー本
体の形状を球体形状のストッパー本体６７としてなるストッパー６８を形成した点にある
。
【実施例８】
【００３２】
　図１５に示す本発明の実施例８において前記実施例５と主に異なる点は、コード出し背
面開口部６１の構造を平面に抜けない止まり孔形態でストラップ本体４より大きなコード
出し背面開口部７０としてなるストッパー７１を形成した点ある。
【実施例９】
【００３３】
　図１６に示す本発明の実施例９において前記実施例８と主に異なる点は、コード出し背
面開口部７０の構造を左右側面に貫通したコード出し背面開口部７２としてなるストッパ
ー７３を形成した点ある。
　開口形成段差面５９は非傾斜面である開口形成段差面７４にしている。
【実施例１０】
【００３４】
　図１７に示す本発明の実施例１０において７５はストラップ用のストッパーであって、
このストッパー７５は、ストッパー本体５８と、このストッパー本体５８の平面部位から
なる背面５３と、ストッパー本体５８の底面５６の一方の開口部４３から形成されたスト
ラップ本体４の結び目５２が入り保持されるストラップ本体４の太さよりも広い径の結び
目入り孔４９と、背面５３の略中央に開口された他方の開口部４４と、結び目入り孔４９
から他方の開口部４３に連絡されたストラップ本体４の太さより広い径広い径の湾曲孔で
ある狭い通し孔７６と、結び目入り孔４９と狭い通し孔７６の境に形成された、結び目５
２の狭い通し孔７６への進入を阻止する進入阻止段差部５１と、狭い通し孔７６のストラ
ップ本体５８の背面に形成された開口であるコード出し背面開口部７７とからなっている
。
　狭い通し孔７６は直角に曲がった形態もよい。
【実施例１１】
【００３５】
　図１８、図１９に示す本発明の実施例１１において８５は連結ストラップであって、こ
の連結ストラップ８５はコードであるストラップ本体４と、このストラップ本体４の一方
端あるいは両端に取り付けるストッパー８６とからなっている。
　ストッパー８６は、板部材（図では円盤であるが他の形状でもある）からなり、一方の
広い面の略中央から他方の広い面に貫通されたストラップ本体４を通すコード通し孔８７
を形成してなるベース体であるストッパー本体８８と、このストッパー本体８８のコード
通し孔８７に通されたストラップ本体４のコード先端８９が出されている面に接着剤、予
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め設けてある粘着材、融着、溶着、嵌合などにより取付けられる（図では熱で液状化して
冷却で硬化接着するホットメルトなどの接着剤９０により接着取付け）、被せ体９１とか
らなっている。
　本実施例の使用の被せ体９１は円盤形態をし、底部にストラップ本体４のコード先端８
９が退避する凹部９４が形成されている。
　ストッパー８６の広い面に接着剤９２を塗り飾り９３を接着固定して飾ることが可能で
ある。
【００３６】
　図１９において、物品３のコード通し取付け孔Ｂに一方のストパー８６側を取付け（図
１９の（ａ）図）、一方のストパー８６の正面に接着剤を塗布し飾り９３を接着固定（図
１９の（ｂ）図）し、物品２のコード通し取付け孔Ｅに他方にストッパー８６側を取付け
、他方のストパー８６の正面に接着剤を塗布し飾り９３を接着固定（図１９の（ｂ）図）
する。
　飾り９３がコード通し孔に通され形成されるストッパー潜らせループ（図６の「ストッ
パー潜らせループ３０」等を参照）を通る大きさのものである場合は、物品３や物品２に
取り付ける前に取り付けておくのもよい。
　飾り９３をストッパー８６に接着させる接着剤は、瞬間接着剤、両方の接着面に塗布し
ある程度乾燥させた粘着状態にして接合する接着剤などがよい。大量生産の場合はホット
メルトがよい。
　例えば、飾り９３にかえて、他の好みの飾りを接着取り付けて楽しむことができる。
　ストッパー潜らせループを通らない大きい飾りを一方のストパー８６に取り付け、他方
のストッパー８６には潜らせループを潜る飾りを取り付ける使用形態もできる。
【００３７】
　ストッパー本体８８はそのものだけでもストッパーとして機能するものであり、その意
味ではストッパー本体８８はストッパーである。被せ体９１は飾りとしての機能を有して
いる。
　ストッパー本体８８に被せ体９１を使用せず、直接に飾り９３等の飾りを接着するのも
よいものであり、このような使用形態では、ストッパー本体８８はストッパーである。
　これらのことは、以下の実施例においても同様のことがいえるものである。
【実施例１２】
【００３８】
　図２０に示す本発明の実施例１２において９５はストラップ形成キット形式の連結スト
ラップであって、この連結ストラップ９５は、ストラップ本体４となる１本ないし複数本
のコード９６と、ストッパー８６を形成する１０個のストッパー本体８８と、ストッパー
８６を形成する１０個の被せ体９１と、５個の飾り９３と、１０個の移動ロック部材１２
と、１０個の引輪１８と、移動ロック部材１２をコード９６に取り付けるためのテグス、
ステンレス製細線部材など硬めの細線ループ部材からなるツールである移動ロック部材取
付けツール９７と、接着剤９８とからなっている。
【００３９】
　移動ロック部材１２のコード９６への取り付けは、折合せた移動ロック部材取付けツー
ル９７を該折り合わせ部分９９から複数の移動ロック部材１２に通して移動ロック部材取
付けツール９７上に複数の移動ロック部材１２をセットし、移動ロック部材取付けツール
９７の該折り合わせ部分９９にコード９６を掛け、移動ロック部材１２を指などでコード
９６側に強く引き、移動ロック部材１２をコード９６上に移動させセットする。
　コード９６は好みの数の移動ロック部材１２を有した好みの長さに切って使用する。
　また、コード９６は、ストラップを形成するのに適した長さのものを複数本にして提供
する仕様もよい。
　また、ストッパーを、ストッパー４０、５７、６４、６８、７１、７３、７５するのが
よい。これらのストッパーとすることにより、コード通し孔４５に通したストラップ本体
４の先端に結び目５２を作り抜けないようにできるので、ストラップ本体４をストッパー
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に固定するための接着剤の塗布操作は必要無く、個人制作者が作成し易い。結び目入り部
４９の結び目は瞬間接着剤でほどけないようにし且つ硬い塊とするのがよい。
　また、ストッパー５７、６４、６８、７１、７３、７５の正面はストッパー４０のよう
に平面として、平らな正面に制作者手持ちの飾り部材を接着取付けがし易いようにするの
がよい。
【実施例１３】
【００４０】
　図２１に示す本発明の実施例１３において１０２はストラップ形成キット形式の連結ス
トラップであって、この連結ストラップ１０２は１０個の移動ロック部材１２が予めセッ
トされたコード９６と、１０個のストッパー本体１０３と、６個の八角形の凹薄板形態（
亀の甲形態、皿形態など）である被せ体１０４（飾りでもある）と、４個の五つ星形の凹
薄板形態である被せ体１０５（飾りでもある）と、１０個の引輪１８と、接着剤９８とか
らなっている。
　ストッパー本体１０３は、円盤形態のストッパー本体１０７と、このストッパー本体１
０７の背面から正面に貫通されたコード通し孔８７と、ストッパー本体１０７の正面にコ
ード通し孔８７に連絡する形態で形成された、コード通し孔８７に通され突き出したスト
ラップ本体４のコード先端８９を押し嵌め込むためのコード嵌込凹１０８とからなってい
る。
　被せ体１０４、１０５は飾り部材でもある。
　また、製作者の手持の飾り部材を被せ体として接着するのもよい。
　また、コード嵌込凹１０８を有するストッパー本体にあっては、被せ体は湾曲凹み形態
ないし凹部の無い単なる薄板部材でもよい。
　また、製作者が手持の飾り部材を被せ体として接着することができるので、被せ体の無
いものもよい。この場合、ストッパー本体１０３がストッパーである。
　また、ストッパーを、ストッパー４０、５７、６４、６８、７１、７３、７５するのが
よい。これらのストッパーとすることにより、コード通し孔４５に通したストラップ本体
４の先端に結び目５２を作り抜けないようにできるので、ストラップ本体４をストッパー
に固定するための接着剤の塗布操作は必要無く、個人制作者が作成し易い。結び目入り部
４９の結び目は瞬間接着剤でほどけないようにし且つ硬い塊とするのがよい。
　また、ストッパー５７、６４、６８、７１、７３、７５の正面はストッパー４０のよう
に平面として、平らな正面に制作者手持ちの飾り部材を接着取付けがし易いようにするの
がよい。
【実施例１４】
【００４１】
　図２２に示す本発明の実施例１４において１１２はストッパーであって、このストッパ
ー１１２は、ベース体であるストッパー本体１１３と凹薄板部材からなる被せ体１１４と
からなっている。
　ストッパー本体１１３は、側面から切り込み形態のコード挟持溝１１５が設けられた形
態であり、コード挟持溝１１５はストラップ本体４を窮屈な状態で入れて保持することが
できる幅である。
　ストラップ本体４をコード挟持溝１１５に入れてストラップ本体４のコード先端８９を
形成し、接着剤９８をストッパー本体１１３およびコード先端８９に塗布して被せ体１１
４ないし製作者の持つ他の被せ体を、コード先端８９を隠すように接着固定する。
　被せ体１１４を接着し、さらに被せ体１１４に接着剤９８を塗布して製作者の持つ他の
被せ体を被せ体１１４上に接着取り付けるのも良い。
　また、製作者が手持の飾り部材を被せ体として接着することができるので、被せ体の無
いものもよい。この場合、ストッパー本体１１３がストッパーということになる。
【実施例１５】
【００４２】
　図２３に示す本発明の実施例１５において１２０はストッパーであって、このストッパ
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ー１２０は、ベース体であり且つ被せ体である直径１０ｍｍ程度の凹み薄板部材からなる
ストッパー本体１２１からなっている。
　ストッパー本体１２１の中央にはストラップ本体４を通すコード通し孔１２２が形成さ
れている。
　ストラップ本体４は多数本の極細紐を編組によって囲い形成した編組コードである。
　ベース体とするストッパー本体１２１にストラップ本体４をコード通し孔１２２に通し
、反対面に突き出したコード先端の糸をほぐして膨らんだ状態にして、そこに瞬間接着剤
を垂らし硬化させて抜け止め玉１２３を形成し、被せ体とするストッパー本体１２１に接
着剤９８を塗布し、ベース体とするストッパー本体１２１に被せ接着する。
　被せ体とするストッパー本体１２１に手持ちの飾りを接着することができる。また、抜
け止め玉１２３を形成したベース体とするストッパー本体１２１に直接手持ちの飾りを接
着するのもよい。
【実施例１６】
【００４３】
　図２４に示す本発明の実施例１６において１２５は連結ストラップであって、この連結
ストラップ１２５は、ストラップ本体４と、このストラップ本体４の一方の端に設けられ
た球体部材であるコード通し取付け孔Ａを有するストッパー５ａと、ストラップ本体４の
他方の端に設けられた球体部材であるコード通し取付け孔Ｂを有するストッパー５ｂと、
ストパップ本体４を通し該ストラップ本体４上を摩擦移動自在（停止状態は摩擦停止状態
となる）するように設けられた移動ロック部材１２と、ストラップ本体４を通しかつスト
ッパー５ａ、５ｂが通らない環形態（図では円リング形態であるが、楕円環、多角環、花
びら形環、星形環、変形環など多様な環形態がある）である、他のストラップのコードを
通し取り付けることができる環部材１２６とからなっている。
　連結ストラップ１２５は図２４の（ｂ）図に示す使用形態を実現する。
　すなわち、移動ロック部材１２をストッパー５ｂにし、環部材１２６をストッパー５ａ
側にし、ストッパー５ａ側のストラップ本体４を折合わせ状態にして物品３のコード通し
取付け孔Ａに通し、通り抜けた部分を広げてストッパー潜らせループを形成し、このスト
ッパー潜らせループにストッパー５ａおよび環部材１２６を潜らせ該ストラップ本体４を
引いて該ストッパー潜らせループを締めて該ストッパー５ａが抜けないようにして、物品
３に該ストラップ本体４を取り付け、環部材１２６は物品３とストッパー５ａとの間に位
置される。
　移動ロック部材１２を物品３側に移動させ、ストッパー５ｂ側のストラップ本体４を折
合わせ状態にして物品２のコード通し取付け孔Ｂに通し、通り抜けた部分を広げてストッ
パー潜らせループを形成し、このストッパー潜らせループにストッパー５ｂを潜らせ該ス
トラップ本体４を引いて該ストッパー潜らせループを締めて該ストッパー５ｂが抜けない
ようにして、物品２に該ストラップ本体４を取り付ける。
　物品２１ａ、２１ｂ、２１ｃのそれぞれにループコードからなるストラップ本体１２７
が取り付けられてなる、ストラップ本体１２７を物品３のコード通し取付け孔Ａに通し、
抜け出た物品潜らせループに物品２１ａ、２１ｂ、２１ｃを通し、物品３に物品２１ａ、
２１ｂ、２１ｃを取り付けられるようにしてなるストラップ１２８ａ、１２８ｂ、１２８
ｃを準備する。
　環部材１２６にストラップ１２８ａのストラップ本体１２７を通して形成した潜らせル
ープに、物品２１ａを潜らせ環部材１２６にストラップ１２８ａを取付ける。同様にして
ストラップ１２８ｂ、１２８ｃも取り付ける（図２４の（ｂ）図参照）。
【実施例１７】
【００４４】
　図２５は本発明の実施例１７は、前記実施例２（図５）の使用形態を示したものである
。
　移動ロック部材２７ａ、２７ｂをストッパー２５、２６側に位置させ、ストラップ本体
４を中央で折り合わせ状態にして物品３のコード通し取付け孔Ｂに通し、出た部分を広げ
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取付けループ１３０を形成する。
　取付けループ１３０にストラップ２０ａ、２０ｂ、２０ｃのループコードであるストラ
ップ本体１２７をかけ、該ストラップ本体１２７に物品２１ａ、２１ｂ、２１ｃを潜らせ
、それぞれのストラップ本体１２７を取付けループ１３０に取り付ける。
　ストッパー２５、２６を引き取付けループ１３０を絞める。
　移動ロック部材２７ａ、２７ｂを移動して物品３に当接させ、縮め絞めた取付けループ
１３０が広がらないように保持する。
　ストッパー２５、２６の一方を物品３側に寄せることにより、他方のストッパーのスト
ラップ本体４部分を長くできる。
【００４５】
[付記]
＜付記４記載の効果＞
　ストラップ本体と第１のストッパー及び第２のストッパーあるいはいずれか一方が分離
して設けられ、
　前記分離して設けられたストッパーには前記ストラップ本体を通し取り付けるためのコ
ード通し孔、コード通し溝、コード通し隙間あるいはコード通し切り込みが形成され、
　前記第１のストッパーおよび前記第２のストッパーが複数設けられ、
　前記ストラップ本体が複数本設けられないし複数本の該ストラップ本体を切り離して作
れる長さのコードが設けられ、
　以上のごとく構成されてなる連結ストラップであるので次に述べるような効果を奏する
。
　すなわち、
　ストラップ本体と第１のストッパー及び第２のストッパーあるいはいずれか一方が分離
した、組立キット形態であり、かつ、前記第１のストッパーおよび前記第２のストッパー
が複数設けられ、前記ストラップ本体が複数本設けられないし複数本の該ストラップ本体
を切り離して作れる長さのコードが設けられた、複数本の連結ストラップを作成できるも
のであるので、作成者が好みの長さ、好みの多様な手持ちの飾りを組み合わせて多様な趣
の連結ストラップを作成できるという効果を奏する。
＜付記５の発明の効果＞
　ストラップ本体の長さが約１００ｍｍ～１７０ｍｍであることを特徴とする連結ストラ
ップであるので次に述べるような効果を奏する。
　すなわち、
　ストラップ本体の長さが約１００ｍｍ～１７０ｍｍと長めであるので、図７に示す実施
例のように、例えば携帯電話とう物品にサクランボ形態でストラップ本体を「ストッパー
潜らせ取り付け形態」で取り付け、第１のストッパーと第２のストッパー側にそれぞれ物
品を取り付けるという、三つの物品（図７では、物品３、物品３１、ストッパー２６側に
取り付ける物品（省略））を連結する使用形態を実現するという効果を奏する。
 
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明はストラップを製造、販売する産業で利用される。
【符号の説明】
【００４７】
Ａ：コード通し取付け孔、
Ｂ：コード通し取付け孔、
Ｃ：コード通し取付け孔、
Ｄ：コード通し取付け孔、
Ｅ：コード通し取付け孔、
 
１：連結ストラップ、
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２：物品、
３：物品、
４：ストラップ本体、
５、５ａ、５ｂ：ストッパー、
６：ストッパー、
７：ストッパー潜らせループ、
８：第２のストッパー潜らせループ、
１０：移動ロック部材本体、
１１：コード通し孔、
１２：移動ロック部材、
１３：閉じフック、
１４：開口部、
１５：引き輪本体、
１６：引きピン、
１７：閉じフック、
１８：引き輪、
１９：ストラップ本体、
２０ａ、２０ｂ、２０ｃ：ストラップ、
２１ａ、２１ｂ、２１ｃ：物品、
２２：ストッパー、
２５：ストッパー、
２６：ストッパー、
２７ａ、２７ｂ：移動ロック部材、
２８：連結ストラップ、
３０：ストッパー潜らせループ、
３１：物品、
３３：ストッパー潜らせループ、
３５：連結ストラップ、
３７：ストッパー、
４０：ストッパー、
４１：ストッパー本体、
４２：開口形成段差面、
４３：一方の開口部、
４４：他方の開口部、
４５：コード通し孔、
４６：コード入り部底面、
４７：コード入り部、
４８：コード止め突起、
４９：結び目入り孔、
５０：狭い通し孔、
５１：進入阻止段差部、
５２：結び目、
５３：背面、
５４：平面、
５５：ストッパー、
５６：底面、
５７：ストッパー、
５８：ストッパー本体、
５９：開口形成段差面、
６０：コード入り部底面、
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６１：コード出し背面開口部、
６３：コード通し溝、
６４：ストッパー、
６５：平面開口、
６６：正面、
６７：ストッパー本体、
６８：ストッパー、
６９：コード入り部、
７０：コード出し背面開口部、
７２：コード出し背面開口部、
７３：ストッパー、
７５：ストッパー、
７６：狭い通し孔、
７７：コード出し背面開口部、
８５：連結ストラップ、
８６：ストッパー、
８７：コード通し孔、
８８：ストッパー本体、
８９：コード先端、
９０：接着剤、
９１：被せ体、
９３：飾り、
９４：凹部、
９５：連結ストラップ、
９６：コード、
９７：移動ロック部材取付けツール、
９８：接着剤、
９９：折り合わせ部分、
１０２：連結ストラップ、
１０３：ストッパー本体、
１０７：ストッパー本体、
１０８：コード嵌込凹、
１１２：ストッパー、
１１３：ストッパー本体、
１１４：被せ体、
１１５：コード挟持溝、
１２０：ストッパー、
１２１：ストッパー本体、
１２２：コード通し孔、
１２３：抜け止め玉、
１２５：連結ストラップ、
１２６：環部材、
１２７：ストラップ本体、
１２８ａ、１２８ｂ、１２８ｃ：ストラップ、
１３０：取付けループ。
 
【要約】
【課題】　コード通し取付け孔を有する第１の物品と第２の物品の好みのものを、連結環
部材などを使用することなく連結することができるとともに、第１の物品と第２の物品の
両方でもいずれか一方でも容易に他の物品に変えることができる連結ストラップおよび物
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品の連結ストラップによる連結方法、ストラップおよびストラップ用ストッパーを提供す
る。
【解決手段】　連結ストラップ１は、コード通し取付け孔Ａを有する物品２、コード通し
取付け孔Ｂを有する物品３、ストラップ本体４と、このストラップ本体４の一方の端ある
いは一方の端寄りに設けられた、前記コード通し取付け孔Ａおよび前記コード通し取付け
孔Ｂを通らない形態のストッパー５と、前記ストラップ本体４の他方の端あるいは他方の
端寄りに該ストラップ本体の非巻き取り形態で設けられた、前記コード通し取付け孔Ａお
よび前記コード通し取付け孔Ｂを通らない形態（図ではリング部材）のストッパー６とか
らなる。
【選択図】　図１

【図１】
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