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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】耳掛け用ゴム紐を収容可能な耳カバー付きアイ
マスクを提供する。
【解決手段】矩形状タオル生地の所定長さの両端部が折
り返され重ね合わされて其々の折返し片２ａが縫合され
ることにより形成された耳カバー部２と、左右両側の耳
カバー部の間に形成された目隠し部３と、折返し片２ａ
の先端部近傍に縫い付けられた左右一対の耳掛け用ゴム
紐４と、を備えている。耳掛け用ゴム紐を耳カバー部の
内部に収容するための収容口５が、折返し片２ａの離間
する縫合部６間の非縫合部により形成されている。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　横長状タオル生地の所定長さの両端部が折り返され重ね合わされて其々の折返し片を縫
合することにより形成された耳カバー部と、左右両側の前記耳カバー部の間に形成された
目隠し部と、前記其々の折返し片の先端部近傍に縫い付けられた左右一対の耳掛け用ゴム
紐と、を備え、前記耳掛け用ゴム紐を前記耳カバー部の内部に収容するための収容口が、
前記折返し片の離間する縫合部間の非縫合部により形成されていることを特徴とする耳カ
バー付きアイマスク。
【請求項２】
　前記耳掛け用ゴム紐の両端が前記折返し片の重ね合わせ部分に挟まれて前記折返し片と
ともに縫い付けられ、前記耳掛け用ゴム紐の両端間に前記収容口が形成されていることを
特徴とする請求項１に記載の耳カバー付きアイマスク。
【請求項３】
　耳カバー付きアイマスクの全長が４０～５０ｃｍであり、耳カバー付きアイマスクの長
手方向における前記目隠し部の長さが１５～２０ｃｍであることを特徴とする請求項１又
は２に記載の耳カバー付きアイマスク。
【請求項４】
　耳カバー付きアイマスクの長手方向における前記目隠し部と前記耳カバー部の其々の長
さが、同等であるか、或いは、前記目隠し部が前記耳カバー部より１～３ｃｍ長いことを
特徴とする請求項１～３の何れかに記載の耳カバー付きアイマスク。
 
　
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、飛行機や新幹線、夜行バス等のシートでの睡眠時等に用いるアイマスクであ
って、耳カバーが付設された耳カバー付きアイマスクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、旅客機、新幹線、夜行バス等の乗り物のシートに着座して睡眠等をとる場合に、
目隠し用のアイマスクを利用することが多い。
【０００３】
　アイマスクは、一般に、目を覆い隠して光を遮ることで安眠を得ることを目的としてい
るが、周囲の話声や物音等の騒音や雑音によって安眠を妨げられる場合がある。そのため
、目隠しだけでなく、両耳を覆って周囲の騒音や雑音を軽減することができるように、耳
覆い部が取り付けられたアイマスクも提案されている（特許文献１～３等）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開昭５０－８７９３号公報
【特許文献２】登録実用新案第３０３０６３５号公報
【特許文献３】特開２０００－５２２３号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来のアイマスクは、装着状態を維持するため、耳に掛ける耳掛け用ゴム紐や、頭部に
掛け回す頭部用バンド等を備えるのが一般的であるが、アイマスクをカバン等の中に入れ
ておくと、取り出す際に、この耳掛け用ゴム紐や頭部用バンドがカバンの中の物に絡まっ
てカバンの中身をカバンから放り出してしまうことがある。また、アイマスクを他の洗濯
物と一緒に洗濯機で洗濯すると、アイマスクの耳掛け用ゴム紐やバンドが他の洗濯物に絡
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まってしまい取り外すのに手間取ることがある。
【０００６】
　そこで、本考案は、耳カバーの付いたアイマスクであって、耳掛け用ゴム紐による上記
課題を解決し得る耳カバー付きアイマスクを提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本考案に係る耳カバー付きアイマスクは、横長状タオル生地
の所定長さの両端部が折り返され重ね合わされて其々の折返し片を縫合することにより形
成された耳カバー部と、左右両側の前記耳カバー部の間に形成された目隠し部と、前記其
々の折返し片の先端部近傍に縫い付けられた左右一対の耳掛け用ゴム紐と、を備え、前記
耳掛け用ゴム紐を前記耳カバー部の内部に収容するための収容口が、前記折返し片の離間
する縫合部間の非縫合部により形成されていることを特徴とする。
【０００８】
　前記耳掛け用ゴム紐の両端が前記折返し片の重ね合わせ部分に挟まれて前記折返し片と
ともに縫い付けられ、前記耳掛け用ゴム紐の両端間に前記収容口が形成されていることが
好ましい。
【０００９】
　耳カバー付きアイマスクの全長が４０～５０ｃｍであり、耳カバー付きアイマスクの長
手方向における前記目隠し部の長さが１５～２０ｃｍであることが好ましい。
【００１０】
　耳カバー付きアイマスクの長手方向における前記目隠し部と前記耳カバー部の其々の長
さが、同等であるか、或いは、前記目隠し部が前記耳カバー部より１～３ｃｍ長いことが
好ましい。
【考案の効果】
【００１１】
　本考案によれば、横長状タオル生地の所定長さの両端部が折り返され重ね合わされて其
々の折返し片が縫合されることにより形成された耳カバー部と、左右両側の前記耳カバー
部の間に形成される目隠し部と、前記其々の折返し片の先端部近傍に縫い付けられた左右
一対の耳掛け用ゴム紐と、を備えるので、両目、両耳を柔らかなタオル地で一体的に覆い
、耳掛け用ゴム紐を両耳に掛けて装着することにより、身体がフラットにならない、航空
機、新幹線等の乗り物の利用中であっても、目と耳を覆った状態で顔からずり落ちること
なく、周囲の視線や明るさとあわせて騒音も一定程度遮り、安眠を得ることができる。
【００１２】
　特に、耳カバー部は、折り返して重ね合わせることにより２枚重ねになっており、折返
し片の離間する縫合部間の非縫合部により耳掛け用ゴム紐の収容口を形成することにより
、アイマスクをカバンの中に入れて持ち運ぶ際は、収容口から耳掛け用ゴム紐を挿入し、
二枚重ねになっている耳カバー部の内部に収容しておくことができるので、カバンからア
イマスクを取り出す際にカバンの中の物が絡まって一緒に出てくることが無い。
【００１３】
　また、タオル生地でできているため洗濯して何度でも使用することができ、耳掛け用ゴ
ム紐を耳カバー部の内部に収容して洗濯すれば、他の洗濯物と絡むことを避けることがで
きる。
【００１４】
　また、耳カバー部は、タオル生地が二枚重ねとなっていることにより、周囲の騒音に対
する防音性を高めるとともに、目隠し部に比して重さが増しているため錘としての作用に
より両耳側に垂れて耳との密着性を高めることによっても防音性を高め得る。
【００１５】
　さらに、タオル生地の両端を折返して縫合し、耳掛け用ゴム紐を縫い付けるだけで製造
できるので、製造コストを抑え得る。
【００１６】
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　また、柔らかなタオル地であるため付け心地が良く、安眠を促進し得る。タオル生地で
あるので、吸水性に優れ、例えば、水で湿らせて装着すれば、涼感が得られて安眠を促進
し得るほか、風邪等で発熱した際には、熱さまし用濡れタオルの代わりに使用できるうえ
、耳掛け用ゴム紐により寝返りを打っても外れないので好適である。
【００１７】
　また、耳掛け用ゴム紐の両端間に収容口を形成し、耳掛け用ゴム紐の両端を折返し片と
ともに縫い付けることにより、一度の縫合作業により、折返し片と耳掛け用ゴム紐を同時
に縫い付けることができ、製造工数を削減できる。
【００１８】
　さらに、耳カバー付きアイマスクの全長を４０～５０ｃｍとし、耳カバー付きアイマス
クの長手方向における前記目隠し部の長さを１５～２０ｃｍとすることにより、耳カバー
部が両目の両外側から下方に垂れ下がり、両耳を適切に覆うように装着することができる
。
【００１９】
　また、耳カバー付きアイマスクの長手方向における前記目隠し部と前記耳カバー部の其
々の長さを、同等とするか、或いは、前記目隠し部を前記耳カバー部より１～３ｃｍ長い
寸法とすることにより、耳カバー部を目隠し部の側に折り畳んだ際に収まりが良い。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本考案に係る耳カバー付きアイマスクの一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１の耳カバー付きアイマスクの使用状態を示す斜視図である。
【図３】図１の耳カバー付きアイマスクの耳掛け用ゴム紐収納時を示す斜視図である。
【図４】図１の耳カバー付きアイマスクの折り畳んだ状態を示す斜視図である。
【図５】本考案に係る耳カバー付きアイマスクの他の実施形態を示す斜視図である。
【図６】本考案に係る耳カバー付きアイマスクの更に他の実施形態を示す斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００２１】
　本考案に係る耳カバー付きアイマスクの実施形態について以下に図面を参照して説明す
る。なお、全図及び全実施形態を通じて、同様の構成部分には同符号を付した。
【００２２】
　耳カバー付きアイマスク１は、図１に示すように、横長状タオル生地の所定長さの両端
部が折り返され重ね合わされて其々の折返し片２ａを縫合することにより形成された耳カ
バー部２と、左右両側の耳カバー部２の間に形成される目隠し部３と、其々の折返し片２
ａの先端部２ａｂの近傍に縫い付けられた左右一対の耳掛け用ゴム紐４と、を備えている
。なお、図示都合上、理解容易のため、縫合部６の縫合糸を誇張して図示しているが、実
際には、縫合部６の縫合糸はタオル生地のパイルに隠れ、視認しにくくなっている。また
、図示例では、折返し片２ａは、先端部２ａｂの一辺のみが縫合されているが、開口して
いる両サイドの２辺も縫合することもできる。
【００２３】
　図示例において、折返し片２ａの先端部２ａｂに、離間する縫合部６、６間の非縫合部
（縫合されない部分）により耳掛け用ゴム紐４の収容口５が形成されている。収容口５は
、耳カバー部２の内部に連通する。耳カバー部２は、タオル生地が２重になっていて筒状
又は袋状等に形成されるため、その内部に耳掛け用ゴム紐４を収容可能となっている。ま
た、斯かる構成を採用したことにより、耳掛け用ゴム紐４を収容するための収容口を形成
するためにタオル生地に切れ目を入れて収容口を別途形成する等の付加的製造工程が不要
となる。
【００２４】
　図１に示す例では、耳掛け用ゴム紐４の両端間に収容口５が形成され、耳掛け用ゴム紐
４の両端が折返し片２ａの重ね合わせ部分に挟まれて折返し片２ａとともに縫い付けられ
ている。折返し片２ａの縫合と同時に耳掛け用ゴム紐４を縫い付けることで、製造工数を
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削減することができる。
【００２５】
　図示例において、耳カバー付きアイマスク１の全長（Ｌ１）が４０～５０ｃｍとされ、
耳カバー付きアイマスク１の長手方向（横方向）における目隠し部３の長さ（Ｌ２）が１
５～２０ｃｍとされる。幅寸法Ｌ３は、例えば１１～１６ｃｍ程度とし、額まで覆わない
タイプ（狭幅タイプ）や額まで覆うタイプ（広幅タイプ）等の複数のタイプを製作するこ
とができる。
【００２６】
　また、目隠し部３の長さ（Ｌ２）は、好ましくは、耳カバー付きアイマスク１の長手方
向における耳カバー部２の長さ（Ｌ４）と同等長さであるか、或いは、耳カバー部２の長
さ（Ｌ４）より１～３ｃｍ長いことが好ましい。なお、左右の耳カバー部２の長さ（Ｌ４
）は、同じ長さとされる。
【００２７】
　耳カバー付きアイマスク１を形成するためのタオル生地は、深い緑、濃紺、茶系等、安
眠につながる落ち着いた色のものを用いることが好ましい。
【００２８】
　上記構成を有する耳カバー付きアイマスクによれば、タオル生地の所定長さの両端部が
折り返され重ね合わされて其々の折返し片２ａを縫合することにより形成された耳カバー
部２と、左右両側の耳カバー部２の間に形成される目隠し部３と、其々の折返し片２ａの
先端部２ａｂの近傍に縫い付けられた左右一対の耳掛け用ゴム紐４と、を備えているので
、例えば図２に示すように飛行機等のシートＳの背もたれを傾斜させている姿勢で装着し
て目と耳を覆う場合に、耳掛け用ゴム紐４を両耳に掛けてずれ落ちないようにするととも
に、耳カバー部２は、タオル生地を折り返して二重になって比較的重くなっているので、
耳との密着度が増し、周囲の騒音の防音性を高め得る。
【００２９】
　また、耳カバー部２はタオル生地が二枚重ねになっており、折返し片２ａの先端部２ａ
ｂに離間する縫合部６，６を設けて、離間する縫合部６，６間の縫合されない非縫合部に
より耳掛け用ゴム紐４の収容口５が形成されているので、図３に仮想線（一点鎖線）で示
すように、収容口５に耳掛け用ゴム紐４を挿入し、耳カバー部２の２枚重ねされたタオル
生地の内側に耳掛け用ゴム紐４を収容しておくことができる。
【００３０】
　そのため、耳カバー付きアイマスク１をカバン等の中に入れて持ち運ぶ際は、収容口５
から耳掛け用ゴム紐４を挿入し、二枚重ねになっている耳カバー部２の内部に収容してお
くことにより、カバン等から耳カバー付きアイマスク１を取り出す際にカバン等の中の物
が絡まって一緒に出てくることが無い。
【００３１】
　また、耳カバー付きアイマスク１は、タオル生地でできているため洗濯して何度でも使
用することができ、耳掛け用ゴム紐４を耳カバー部２の内部に収容して洗濯すれば、他の
洗濯物と絡むことを避けることができる。さらに、耳カバー付きアイマスク１は、タオル
生地でできているので、吸水性に優れ、水で湿らせて装着すれば、涼感が得られて安眠を
促進し得るほか、風邪等で発熱した際には、熱さまし用濡れタオルの代わりに使用できる
うえ、耳掛け用ゴム紐により寝返りを打っても外れないので好適に使用し得る。
【００３２】
　また、耳掛け用ゴム紐４の両端間に収容口５を形成し、耳掛け用ゴム紐４の両端を折返
し片２ａとともに縫い付けることにより、一度の縫合作業により、折返し片２ａと耳掛け
用ゴム紐４とを同時に縫い付けることができ、製造工数を削減することができる。
【００３３】
　さらに、耳カバー付きアイマスク１の全長（Ｌ１）を４０～５０ｃｍとし、耳カバー付
きアイマスク１の長手方向における目隠し部２の長さ（Ｌ２）を１５～２０ｃｍとするこ
とにより、目隠し部２で両目が覆われ、折り返され二枚重ねされた耳カバー部２が両目の
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【００３４】
　また、目隠し部３の長さ（Ｌ２）を、耳カバー付きアイマスク１の長手方向における耳
カバー部２の長さ（Ｌ４）と同等長さとするか、或いは、耳カバー部２の長さ（Ｌ４）よ
り１～３ｃｍ長くして折り代を取っておけば、非使用時等にカバン等に収納するために折
畳む際に、図４に示すように、耳カバー部２を互いに内側（目隠し部３の上）に折畳むこ
とで略同寸法の部分が互いに重なり合い、折畳み時の収まりが良い。
【００３５】
　本考案は上記実施形態に限定されるものではなく、本考案の趣旨を逸脱しない範囲にお
いて種々の変更が可能である。
【００３６】
　例えば、耳掛け用ゴム紐は、図１に示した例のものに限らず、例えば、図５に示すよう
に、輪状の耳掛け用ゴム紐４Ａを、折返し片２ａの縫合部６とは別に縫い付けることもで
きる。
【００３７】
　また、例えば、図６に示すように、折返し片２ａ’の端縁形状を円弧状とし、折返し片
２ａ’の縫合部６を、耳掛け用ゴム紐４の両端の箇所のみとして耳掛け用ゴム紐４と共に
縫合することもできる。
【００３８】
　本考案は、乗り物の利用時だけでなく、病院の相部屋や災害時の避難所等、多くの人と
共に寝起きせざるを得ない場合や、仕事上、恒常的に昼夜が逆転し日中に就寝せざるを得
ない生活、あるいは寒い季節に暖房をつけずに顔を暖かくして眠りたい場合等、様々な場
合に利用可能である。また、災害時等で用いる場合には、氏名を記載できるようなタグを
縫い付けておくこともできる。さらに、災害時等においてはタオルとしても利用できる。
【符号の説明】
【００３９】
１　耳カバー付きアイマスク
２　耳カバー部
２ａ、２ａ’　折返し片
３　目隠し部
４、４Ａ　耳掛け用ゴム紐
５　収容口
６　縫合部
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