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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
軟質で断熱性の部材となる断熱保持具であって、
断面がほぼ円弧状の１つのみの凹部と、
前記円弧部の一縁に１つのみ特設された延出部と、からなり、
前記延出部に透孔が開設され、
全体が１枚の樹脂シートから形成され、
前記凹部の外面と延出部の外面とが、直線状につながり、前記凹部の内面と延出部の内面
とが、直線状につながり、折れ曲がりなく、前記凹部にて、被対象物に対して、自立して
形状を保持することを特徴とする断熱保持具。
【請求項２】
前記円弧状の部分は、断面がほぼ円弧状であり、前記、延出部が前記、円弧状の部分に連
続して形成され、一体化されている請求項１に記載の断熱保持具。
【請求項３】
前記円弧状の部分の内部の側面に凹凸を設けた請求項１または２に記載の断熱保持具。
【請求項４】
前記円弧状の部分の外周側面に凹凸を設けた請求項１から３のいずれか１項に記載の断熱
保持具。
【請求項５】
前記、円弧状の部分の縁を細波ラインに形成した請求項１から４のいずれか１項に記載の
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断熱保持具。
【請求項６】
前記円弧状の部分の内周側面、または、外周側面に、マーク、商標、文字、キャラクター
等を表示した請求項１から５のいずれか１項に記載の断熱保持具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、容器の取手、容器の蓋をつかむものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の、いろいろな、なべつかみが知られている。例えば、特許文献１、２のなべつか
みを図１０（ａ）から図１０（ｃ）に示す。
　図１０（ａ）のなべつかみは、樹脂板２０２に凹凸２０１を有し、樹脂板２０２を曲げ
、凹凸２０１で、なべの取手をつかむ。
　図１０（ｂ）のなべつかみは、硬い保持部２０４の表面に弾性体２０３を設けている。
このなべつかみ２つを用い、この弾性体２０３のところで、なべの本体側面を両端から接
触させ、なべを持ち上げる。
　図１０（ｃ）のなべつかみは、保持部２０４の先端が球状弾性体２０５となっている。
この球状弾性体２０５でなべをつかむ。
　また、特許文献３から１２では、いろいろな材質、形状のなべつかみが開示されている
。たとえば、布製のなべつかみや、組立可能なべつかみが開示されている。
【先行技術文献】
【０００３】
【特許文献】
【特許文献１】特許第３５１３１４５号公報
【特許文献２】特開２０１１－１１５５３７号公報
【特許文献３】特開２０１０－２７３８１４号公報
【特許文献４】特開２００５－００６７９３号公報
【特許文献５】特開２００４－０４１６７８号公報
【特許文献６】実公昭６１－０３５１５４号公報
【特許文献７】実開平６－０１１６５４号公報
【特許文献８】実開昭６２－０１３４４１号公報
【特許文献９】実開昭６０－１７９２４８号公報
【特許文献１０】実開昭６０－０６４７４５号公報
【特許文献１１】実公昭６２－０１３４４１号公報
【特許文献１２】実登３１２５０９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記、従来のなべつかみには、以下の課題がある。シンプルな構造であって、レンジで
暖める程度に使用するなべつかみを、低温から高温の対応が可能になり、容器の形状や取
手に、素材が適用しやすく、収納はコンパクトに、汚れても食器感覚のように洗浄できて
、すべりにくい、重ね使いに便利な、なべつかみを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、軟質で断熱性の部材となる断熱保持具であって、断面が円
弧状を呈し一縁に延出部が特設され、当該延出部に透孔が開設されていることを特徴とす
る断熱保持具を用いる。
【発明の効果】
【０００６】
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　本願の断熱保持具は、円弧状の一縁に延出部を設けたことで、一つのフックに複数個の
収納ができる。又、重ねても円弧状の形状でコンパクトに積層収納が可能になる。
　さらに、重ね枚数を選択する事で低温から高温の対応が可能で、煮汁が付いても、食器
感覚のように洗いやすく、シンプルで重ね使いのできる断熱保持具である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】（ａ）本発明のなべつかみ斜視図、（ｂ）本発明のなべつかみの側面図、
【図２】（ａ）本発明のなべつかみを卓上でひっくり返した状態の側面図、（ｂ）本発明
のなべつかみを卓上で上向きに放置した状態の側面図、
【図３】（ａ）本発明のなべつかみを積層した斜視図、（ｂ）本発明のなべつかみをワイ
ヤーフックに、引っ掛け収納した斜視図、
【図４】（ａ）～（ｃ）本発明のなべつかみの使用例を説明する図、
【図５】（ａ）、（ｂ）本発明のなべつかみの使用例を説明する図、
【図６】発明のなべつかみの変形例を示す斜視図、
【図７】発明のなべつかみの変形例を示す斜視図、
【図８】（ａ）発明のなべつかみの変形例を示す斜視図、（ｂ）図８（ａ）の一部断面図
、（ｃ）図６の一部断面図、（ｄ）発明のなべつかみの変形例の（ｂ）（ｃ）に相当する
一部断面図、
【図９】（ａ）発明のなべつかみの変形例を示す斜視図、（ｂ）使用例の図、
【図１０】（ａ）～（ｃ）従来のなべつかみの斜視図、
【発明を実施するための形態】
【０００８】
（実施の形態１）
　発明のなべつかみ１００を、図１（ａ）、（ｂ）、図２（ａ）、（ｂ）、に示す。図１
（ａ）、は斜視図であり、図１（ｂ）、図２（ａ）、（ｂ）、は断面図である。
　なべつかみ１００は、延出部１０１に、透孔１０２を有する。
凹部１０３は、ほぼ半球状であり、この部分になべの取手などを保持する。
　この凹部１０３の凹部の周縁には、凹部縁１０４がある。
　凹部１０３は、半球まででなく、球の一部分でもよいし、楕円球の一部でもよい。
その断面は、円弧状であり、凹部１０３の一縁に、おおよそ半分の楕円形状でシート状の
延出部１０１が特設されている。
　凹部縁１０４の一部に１つだけ設けられた出っ張りを特設され、延出部１０１に、貫通
した孔である透孔１０２を設けた。
　なべつかみ１００を収納する場合に、透孔１０２が利用される。
【０００９】
　材質は、全体が柔軟な１枚の樹脂シートからなり、折り曲げ部分がない。
特に、シリコーンは、耐熱性があり、厚みは、約１ｍｍ位が、重ね使いによく、全体とし
て同じ厚みで均質に曲がり、なべなど、保持するものに合わせやすい。
　電子レンジに使用できる器の形状や蓋の摘み、取手にも素材が適用しやすく、低温から
高温の対応も、重ね枚数を選択する事で可能になる。さらに、ほぼ円弧状の一縁、凹部縁
１０４に、延出部１０１を設け、その延出部１０１に透孔１０２を設けたことで、この透
孔１０２により、複数のなべつかみを重ねた状態で保持しておけば、重ね使用に便利、ほ
ぼ円弧状の形状で、積層収納がコンパクトになる。
【００１０】
　この発明のなべつかみ１００は、軟質性、断熱性がある断熱保持具で、折り曲げ部分が
ないため、洗いやすく清潔で煮汁が付いても安心。
　図１（ｂ）の断面図に示すが、延出部１０１と凹部１０３とは、連続して形成されてい
る。この断面図では、延出部１０１と凹部１０３とが直線となっている、境目がない。
　折れ曲がっていない。このことで、後で説明する（図２、３、４）が、重ねて収納する
場合、フックに吊り下げて収納する場合、単独で収納する場合に有効である。
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【００１１】
　図２（ａ）、（ｂ）は、なべつかみ１００が、単独で卓上１０６などに置かれている状
態である。図２（ａ）は、なべつかみ１００の、凹部１０３が下を向いている状態。
　図２（ｂ）は、凹部１０３が上を向いている状態である。図２（ａ）では、凹部縁１０
４に、延出部１０１があるので、卓上１０６に全周が吸盤のように接触することはない。
　図２（ｂ）では、なべつかみ１００が、卓上１０６に接し自立している。
延出部１０１が上方へ突出している。凹部１０３がほぼ、半球状であるので、なべつかみ
１００が、なにかにあたっても、だるまのように復元する。図２（ｂ）の状態へ戻る。
【００１２】
＜収納方法＞
　図３（ａ）、図３（ｂ）は、なべつかみ１００の収納方法を説明する斜視図である。
図３（ａ）は、なべつかみ１００を４つ積層したものである。
もっとシンプルに重なるが、図３（ａ）の斜視図では、浮かせて図示している。
　材質がシリコーンで、なべつかみ１００を重ねても、嵩張らず、場所をとらずにコンパ
　クトに収納ができる。
【００１３】
　図３（ｂ）は、なべつかみ１００をワイヤーネット１１０に保持したものである。
ワイヤーネット１１０の、ワイヤーフック１１１に、延出部１０１に設けた、透孔１０２
を、引っ掛けている。マグネットフックを利用し、冷蔵庫等に保持してもよい。
　＜使用方法＞
【００１４】
　図４、図５で使用方法を説明する。
　図４（ａ）は、なべ１７０の斜視図である。取手１７１が両側に位置する。
　図４（ｂ）は、ほぼ円弧状の形状である、なべつかみ１００を各取手１７１に、横から
かぶせて使用する。さらに熱容量が大きくなっても、ほぼ円弧状の形状は、重ねることで
、対応できる。素材のシリコーンは、容器等になじみやすく、シンプルで使いやすい。
　図４（ｃ）は、なべつかみ１００を２重にして使用する。
　発明のなべつかみ１００は、厚みが約１ｍｍ位で柔軟であり、ほぼ円弧状の形状は、重
ねることで一体化しやすく温度が高い時に有効である。熱容量が大きくなっても２重、３
重の重ね使いで対応できる、収納も同じスペースで便利、重ねてもシンプルである。
【００１５】
　図５（ａ）は、なべ１７０に、蓋１７２がある場合の斜視図である。
陶磁器製や鉄製で、鍋と取手が同素材、蓋と摘みが同素材の場合、なべ１７０から、取手
１７１に熱がそのまま伝わり、蓋１７２からは、蓋の摘み１７３にも熱がそのまま伝わる
、
　蓋の摘み１７３、取手１７１が熱くなっても、重ね枚数を選択する事で低温から高温の
対応が可能になる。グリルや電子レンジで使用するタイマー差などに熱容量が大きくなっ
ても２枚重、３枚重にして、なべつかみの重ね使いが有効である。
取手１７１、蓋の摘み１７３が別体の樹脂で作製されていない容器等に特に有効である。
【００１６】
　図５（ｂ）で示すように、なべつかみ１００を、蓋の摘み１７３に、かぶせて使用でき
ほぼ円弧状の形状は、さらに使いやすい。
　図４（ｃ）のように、蓋の摘み１７３になべつかみ１００を２重にして、かぶせて使用
できる。高温の対応も可能である。
（実施の形態２）
【００１７】
　図６は、別の実施の形態の斜視図を示す。
上記実施の形態と異なる点は、なベつかみ１００の、凹部１０３の内側に凹凸１２０を設
けている。
　凹凸１２０があることで、なべつかみ１００の厚みを感じて使用できる。摩擦力も大き
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くなる。
　凹凸は凹部縁１０４に平行な線状であると、凹部１０３が曲がりやすくよい。
　凹凸１２０を、凹部１０３の上端に位置する凹部縁１０４へ行くほど、密に設けるとよ
りよい。
　なべつかみ１００の他にお酒などレンジで温める場合にも重宝する。（以下、図９で説
明）。
（実施の形態３）
【００１８】
　図７は、別の実施の形態の斜視図を示す。
　上記実施の形態と異なる点は、なべつかみ１００の凹部縁１０４に、縁の周囲に沿って
、細波ライン１３０を設けている。細波ライン１３０は、ゆるやか波形状の凹凸で、波状
でもよい。細波ライン１３０はデザイン性だけでなくなべをつかむ時に、細波ライン１３
０部分が、さらに曲がりやすく、熱容量が大きくなって２枚重、３枚重にして、使用する
と柔らかく容器にもなじみやすく、なべつかみの重ね使いに、さらに有効である。
（実施の形態４）
【００１９】
　図８（ａ）は、別の実施の形態の斜視図を示す。
上記実施の形態と異なる点は、なべつかみ１００の、凹部１０３の外側側面に、凹凸１２
０を設けている。凹凸１２０があることで、なべつかみ１００の摩擦力が大きくなる。
凹凸１２０が、凹部１０３の凹部縁１０４に行くほど、密に設けてもよい。
凹部縁１０４に平行に、線状に設けると、凹部１０３が曲がりやすい。
【００２０】
　図８と図６の凹凸１２０を、凹部１０３の外側と内側に設けると、摩擦力が大きくなる
。
　上記なべつかみ１００を、なべつかみの他にも、ビン等の開栓に便利、底から受け、上
からかぶせるように、２つのなべつかみ１００を上下に使用すると、楽に開栓できる。
【００２１】
　図８（ｂ）から図８（ｄ）は、なべつかみ１００の一部の断面図である。
図８（ｂ）は、図８（ａ）の一部断面図を示す。
図８（ｃ）は、図６の一部断面図である。
図８（ｄ）は、図８（ｂ）（ｃ）を合わせて、凹凸１２０が、外側と内側に設けられてい
る。
図８（ｄ）なべつかみ１００の他にも、凹凸１２０が、外側と内側に設けられて特に摩擦
力も大きく、特に、ビン等の開栓に、上下にかぶせて、蓋を回せるので非常に便利である
。
【００２２】
（実施の形態５）
　図９（ａ）、（ｂ）は、なべつかみ１００の応用である。
図９（ａ）では、凹部１０３の内側、または、外側面にマーク、商標、キャラクターなど
を表示１４０する例である。販促品として利用できる。
　図９（ｂ）は、カップ９０１に、乗せる、被せる等、保温、保冷にも便利である。レン
ジで燗酒などにも重宝する。
　なお、それぞれの実施の形態は、阻害する要因がない範囲で相互に組み合わせができる
。
【産業上の利用可能性】
【００２３】
　断熱保持具であって、器の形状や蓋の摘み、取手にも素材が適用しやすく、レンジで温
める程度に使うシンプルななべつかみを、低温から高温の対応も可能になり、煮汁の付着
も食器感覚洗浄で何時も清潔、コンパクトに重ね収納ができるなべつかみ。
　　本願発明のなべつかみは、なべだけでなく、熱いものをつかむ場合に使用できる。
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【符号の説明】
【００２４】
１００　なべつかみ
１０１　延出部
１０２　透孔
１０３　凹部
１０４　凹部縁
１０６　卓上
１１０　ワイヤーネット
１１１　ワイヤーフック
１２０　凹凸
１３０　細波ライン
１４０　表示
１７０　なべ
１７１　取手
１７２　蓋
１７３　蓋の摘み
２０２　樹脂板
２０１　凹凸
２０４　保持部
２０３　弾性体
２０５　球状弾性体
９０１　カップ
【要約】
【課題】シンプルな構造であって、レンジで暖める程度に使用するなべつかみを、低温か
ら高温の対応が可能になり、容器の形状や取手に、素材が適用しやすく、収納はコンパク
トに、汚れても食器感覚のように洗浄できて、すべりにくい、重ね使いに便利な、なべつ
かみを課題とする。
【解決手段】軟質で断熱性の部材となる断熱保持具であって、断面が円弧状を呈し一縁に
延出部が特設され、当該延出部に透孔が開設されている断熱保持具を用いる。
【選択図】図１
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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