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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部底面が開口し、下部底面の少なくとも一部が閉口している筒状の容器よりなり、前
記容器の側面部に、下部底面の近傍から上部底面に到達するまで連続し、指が挿入可能な
幅を有する切り欠き部が設けられており、前記容器の側面部にはトイレットペーパーが通
過可能な開口部を有せず、前記筒状の容器の断面が、トイレットペーパーの断面よりわず
かに大きい略円形又は多角形であり、６本のトイレットペーパーを、その芯の長さ方向に
積み重ねて収納することを特徴とするトイレットペーパー整理用グッズ。
【請求項２】
　前記筒状の容器の断面が、直径が１００～１２８ｍｍの略円形であり、容器の長さが６
９～７５ｃｍであり、切り欠き部の幅が３～５ｃｍであることを特徴とする請求項１に記
載のトイレットペーパー整理用グッズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多数の巻紙（ロール紙）状のトイレットペーパー（トイレットロール。本明
細書及び特許請求の範囲において、単に「トイレットペーパー」と言うときは、巻紙状の
トイレットペーパーを意味する。）を、トイレ内で、見た目が綺麗なようにかつ効率的に
整理、保管するためのトイレットペーパー整理用グッズに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　トイレットペーパーは、トイレ内では、トイレ内に備え付けられているトイレペーパー
ホルダーに保持され、使用される。トイレペーパーホルダーに保持されるトイレットペー
パーは通常１本である。従って、常にトイレットペーパーの取換えを気にする必要がある
。又、現在の販売の実情では、スーパーマーケット等の販売店よりトイレットペーパーを
、同時に多数本の購入するのが通常であり、従って、トイレペーパーホルダーに保持され
るもの以外の多数のトイレットペーパーを保管する場所、設備が必要となる。
【０００３】
　従来のトイレペーパーホルダーには、予備のホルダーが組み合わされているものもある
。しかし、その場合でも、トイレ内に保持できるトイレットペーパーは通常２本程度であ
るので、この場合でも、トイレットペーパーの取換えを気にする必要があり、又多数のト
イレットペーパーを保管する場所、設備が必要となる。
【０００４】
　多数のトイレットペーパーを保持することができ、かつトイレ内に設置できるトイレッ
トペーパー整理用グッズとして、下部にトイレットペーパー取り出しのための開口部を設
けた筒状の用具の中にトイレットペーパーを積み上げて保管するものが知られている。し
かし、この用具では、取り出そうとするトイレットペーパーには、積み上げられた多数の
トイレットペーパーの最下部にあり、その上に積み上げられた他のトイレットペーパーの
重さにより取り出しにくく、又、開口部ではトイレットペーパーが露出しているので見た
目がよくないとの問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、従来のトイレペーパーホルダーやトイレットペーパー整理用グッズの、上記
の問題を解決し、多数のトイレットペーパーをトイレ内に、効率的にかつ見た目が綺麗な
ように整理、保管することができ、かつトイレットペーパーの取り出しも容易であるとと
もに、簡易な構造で、そのメンテナンスもほとんど必要としないトイレットペーパー整理
用グッズを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記の課題は、以下に示す構成の発明により達成される。
【０００７】
　すなわち本発明は、上部底面が開口し、下部底面の少なくとも一部が閉口している筒状
の容器よりなり、前記容器の側面部に、下部底面の近傍から上部底面に到達するまで連続
する切り欠き部が設けられていることを特徴とするトイレットペーパー整理用グッズであ
る（請求項１）。
【０００８】
　トイレットペーパー整理用グッズとは、その内部にトイレットペーパーを複数個収納し
て整理するためのグッズ（用具、容器）であり、本発明のトイレットペーパー整理用グッ
ズでは、複数本（通常６本）のトイレットペーパーが筒状の容器内に積み上げられて保管
される。そして、トイレペーパーホルダーのトイレットペーパーが無くなった時は、グッ
ズの容器内に収納（積み上げられて保管）されているトイレットペーパーの中の最も上に
あるものから１個ずつ取り出され、トイレペーパーホルダーに移されて使用される。取り
出しは、容器の側面にある前記切り欠き部から、指を容器内に挿入し、指でトイレットペ
ーパーを摘むことにより行うことができる（例えば、トイレットペーパーの芯部と側面部
を人差し指と親指で挟む方法を挙げることができる）。この方法によれば、幼児や老人で
も、容易にグッズよりトイレットペーパーを取り出すことができる。
【０００９】
　「上部底面が開口し」とは、トイレットペーパーが容易にその開口部を通過できること
を意味する。「下部底面の少なくとも一部が閉口している」とは、下部底面にトイレット
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ペーパーを係止する板、網、棒等が設けられ、トイレットペーパーが下部底面を通過でき
ないようにされていることを意味する。必ずしも下部底面の全面が蓋で覆われていなくて
もよく、トイレットペーパーが通過できないようにされている限りは、一部に開口部を有
する場合でもよい。図５は下部底面の一例を表わす平面図であるが、例えば、下部底面が
、図５に表わされるような格子状であってもよい。
【００１０】
　切り欠き部の幅は、そこから指を容器内に挿入し、指でトイレットペーパーを摘むこと
によりトイレットペーパーを容器外に取り出すことができる大きさが必要である。切り欠
き部の下端は、下部底面の近傍である。下部底面まで切り欠き部が達していてもよいが、
収納されているトイレットペーパーの中の最下部にあるものが、切り欠き部に露出する限
りは、下部底面まで達していなくてもよい。
【００１１】
　すなわち、切り欠き部の下端を、トイレットペーパー１本の高さより低い位置にするこ
とにより、収納されているトイレットペーパーが最後の１本となっても、指でトイレット
ペーパーを摘むことにより取り出すことができる。切り欠き部の下端が下部底面まで達し
ている場合、トイレ内に漏水があると、切り欠き部からグッズ内に浸水し、最下部にある
トイレットペーパーが濡れる問題が生じる。そこで、切り欠き部の下端は、下部底面より
高い位置、通常数センチメートル高い位置が好ましい。
【００１２】
　切り欠き部は上部底面まで連続しており、上端で開口している。従って、トイレットペ
ーパーを指で摘みながら、その指を上端の開口部を通過させて、トイレットペーパーを取
り出すことができる。
【００１３】
　本発明のトイレットペーパー整理用グッズによれば、積み上げられている複数のトイレ
ットペーパーの中の最も上にあるトイレットペーパーが取り出される。従って、他のトイ
レットペーパーの重さにより取り出しにくくなることはない。
【００１４】
　本発明のトイレットペーパー整理用グッズの外観形状は単純な筒状であり、わずかな切
り欠き部を除いて側面のみが見えるので、見た目を綺麗にすることができる。特に、グッ
ズを形成する材質として綺麗なものを使用する、又は、側面に装飾を施す等により、トイ
レ内に設置される装飾用アイテムとして利用することもできる。
【００１５】
　本発明のトイレットペーパー整理用グッズは筒状であり筒を立てて使用するので、設置
のための場所が小さくてよい。又、１つのグッズ内に多数本のトイレットペーパーを保管
できるので、多数本のトイレットペーパーを整理、保管するための効率がよい。
【００１６】
　又、場所をとらないので本発明のトイレットペーパー整理用グッズの２本以上をトイレ
内に置くことができる。例えば、トイレの複数の隅に１本ずつ複数本置くことができる。
複数本置くときは、内１本をトイレペーパーホルダーの前の隅に置き、このグッズ内のト
イレットペーパーから使用することが好ましい。そして、その１本内のトイレットペーパ
ーを全て使用し、そのグッズ内にトイレットペーパーがなくなれば他の隅にあるグッズと
交換する。
【００１７】
　切り欠き部からは、グッズ内に収納されているトイレットペーパーの数を、一目で読む
ことができる。従って、トイレットペーパー整理用グッズの取り換え時期を容易に予測す
ることができる。又、トイレ内に複数本のグッズを置いた場合は、１本内のトイレットペ
ーパーを全て使用した場合でも、トイレ内にある他のグッズと交換するだけでよい。従っ
て、トイレットペーパーの取り換えを常に気にしないで生活することができる。
【００１８】
　請求項２の発明は、前記筒状の容器の断面が、トイレットペーパーの断面よりわずかに
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大きい略円形又は多角形であり、複数本のトイレットペーパーを、その芯の長さ方向に積
み重ねて収納することを特徴とする請求項１に記載のトイレットペーパー整理用グッズで
ある。
【００１９】
　トイレットペーパーを、芯の長さ方向を水平にして各ロールの側面（ロールを円柱と見
たときの側面）同士を互いに接触させて積み重ねることもできる。この場合、芯の開口部
が切り欠き部と重なるようにすると、トイレットペーパーの取り出しが容易になる。
【００２０】
　しかし、芯の長さ方向を垂直にして各ロールの底面（ロールを円柱と見たときの底面）
同士を互いに接触させて積み重ねると、トイレットペーパー整理用グッズがコンパクトに
なり、又トイレットペーパーの取り出しも容易であるので好ましい。
【００２１】
　請求項２の発明では、筒状の容器の断面は、トイレットペーパーの断面よりわずかに大
きい略円形又は多角形である。断面よりわずかに大きいとは、容器の断面が、トイレット
ペーパーの断面の円を含むことができる大きさ、形状であるとともに、トイレットペーパ
ーを収納したときにがたつきを生じないように、トイレットペーパーの側面と容器の内部
側面間の隙間が小さいことを意味する。容器の断面は、トイレットペーパーを収納したと
きにがたつきを抑えるためには、トイレットペーパーの断面と同形状、すなわち円形が好
ましいが、厳密な円形でなくてもよく、前記の趣旨、すなわちコンパクト化及びがたつき
抑制が達成できる範囲で楕円や多角形であってもよい。例えば、図４で表されるような断
面が六角形であってもよい。
【００２２】
　請求項３の発明は、前記筒状の容器の断面が、直径が１００～１２８ｍｍの略円形であ
り、容器の長さが６９～７５ｃｍであり、切り欠き部の幅が３～５ｃｍであることを特徴
とする請求項２に記載のトイレットペーパー整理用グッズである。
【００２３】
　ＪＩＳ規格ではトイレットペーパーの直径は１２０ｍｍ以下と定められている。従って
、収納時のがたつきを防止するために、前記筒状の容器の断面の直径は１２８ｍｍ以下が
好ましい。一方、市販されているトイレットペーパーの多くは、その直径は９５ｍｍより
大きいので容器の断面の直径を１００ｍｍ以上とすることが好ましい。なお、直径とは、
断面が円形以外の場合は最短の直径を意味する。
【００２４】
　ＪＩＳ規格ではトイレットペーパーの幅は１１４ｍｍと定められている。又、現在、ト
イレットペーパーの販売は、６の倍数の本数単位で行われることが多い。そこで、この販
売の実情から、１つのトイレットペーパー整理用グッズ内に、トイレットペーパーを６本
ずつ収納することが好ましい。するとトイレットペーパー整理用グッズの長さは６９～７
５ｃｍの範囲が好ましい。
【００２５】
　切り欠き部の幅は３～５ｃｍの範囲が好ましい。切り欠き部の幅が３ｃｍ未満の場合は
、指によるトイレットペーパーの取り出しがやりにくくなる。一方、切り欠き部の幅が５
ｃｍを超えると、切り欠き部及びその中にあるトイレットペーパーが目につきやすくなり
、見た目が良くなくなる。
【００２６】
　請求項４の発明は、上部底面及び下部底面が蓋をされている筒状の容器よりなり、上部
底面の蓋にトイレットペーパーの芯を投入することができる開口部を有する芯入れが付設
されていることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載のトイレット
ペーパー整理用グッズである。
【００２７】
　この発明では、トイレットペーパーを使用した後の芯を、前記開口部から芯入れ内に投
入して片づけることができる。従って、使用後のトイレットペーパーの芯の片づけが容易
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になる。開口部は、トイレットペーパーの芯を投入するための孔であるので、芯の直径よ
りも充分大きい直径を有する孔である。芯入れの容量は、使用済みの多数の芯を投入でき
るような大きさで、かつ見た目を損なわないように設置できる大きさであることが好まし
い。
【００２８】
　又、この芯入れを、上部底面を含む上部と下部底面を含む下部から構成し、上部と下部
が分離できるようにしておれば、芯入れ内の芯を容易に取り出して廃棄することができる
ので好ましい。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明のトイレットペーパー整理用グッズによれば、トイレ内に、多数のトイレットペ
ーパーを、効率的にかつ見た目が綺麗なように整理、保管することができ、かつトイレッ
トペーパーの取り出しも容易である。又、グッズ内に収納されているトイレットペーパー
の残量が一目でわかるので、トイレットペーパーの取り換えを常に気にしないで生活する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明のトイレットペーパー整理用グッズの一例を示す斜視図及び断面図である
。
【図２】本発明のトイレットペーパー整理用グッズの一例にトイレットペーパーが収納さ
れた状態を示す斜視図である。
【図３】本発明のトイレットペーパー整理用グッズの一例にトイレットペーパーが収納さ
れた状態を示す斜視図である。
【図４】本発明のトイレットペーパー整理用グッズの他の一例を示す斜視図及び断面図で
ある。
【図５】本発明のトイレットペーパー整理用グッズの下部底面の一例を示す平面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　次に本発明を実施するための形態を、図に基づいて説明する。図１は、本発明のトイレ
ットペーパー整理用グッズの一例を示す斜視図（図１（ａ））及び断面図（図１（ｂ）、
円筒形のグッズの円筒軸及びグッズの切り欠き部を通る平面による断面図）である。図中
、１は、トイレットペーパー整理用グッズを表わす。図より明らかなように、トイレット
ペーパー整理用グッズ１は、断面が円形の円筒状であり、その側面２には、切り欠き部３
が設けられている。
【００３２】
　又、上部底面４は開口しており、ここからトイレットペーパーが取り出される。一方、
下部底面５は底板により塞がれている。
【００３３】
　６は、上部底面４の開口に被せる蓋であり、この蓋はちょうつがい７により、側面２に
、開平自在に結合している。見た目を向上させるため、トイレットペーパーを取り出すと
き以外は、上部底面４の開口を蓋６により塞ぎ、トイレットペーパーを取り出すときのみ
に蓋６を開くことが好ましい。このような蓋を設けることにより、見た目を向上させるこ
とができるとともに、蓋をトイレ内の小物置き場として利用することもできる。
【００３４】
　蓋６の開閉のための装置、例えばペダル、ハンドル、つまみ等を設けてもよいが、これ
らを設けず、トイレットペーパーを取り出すとき、トイレットペーパーにより押し上げて
蓋６を開くようにすることもできる。この方法によれば、設備がより簡易になり、又取り
出し操作も容易であるので好ましい。又、トイレットペーパー整理用グッズ１の上部には
、その持ち運びを容易にするため、持ち運びのための手段、例えば側面２の両側間を橋渡
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しする取っ手を設けてもよい。
【００３５】
　トイレットペーパー整理用グッズ１を形成するための材料は特に限定されないが、プラ
スチック類を使用するとグッズの作製や側面の装飾が容易になるので好ましい。好ましい
大きさは前記のとおりであるが、例えば、長さが７０ｃｍ、直径が１２ｃｍ、下部底面５
と切り欠き部３の下端間の距離（図中のａ）が５ｃｍ、切り欠き部３の幅（図中のｂ）が
４ｃｍのものを好ましい具体例として挙げることができる。
【００３６】
　側面２には、装飾を施すことができる。例えば、材料として白色のプラスチック類を用
い、その白色の地の上に浮き出た柄、又は浮き出た感じの柄を施し、見た目を向上させる
ことができる。
【００３７】
　図２は、本発明のトイレットペーパー整理用グッズの一例にトイレットペーパーが収納
された状態を示す斜視図である。図中の１及び６は、それぞれ、図１の場合と同じトイレ
ットペーパー整理用グッズ及び蓋を表わし、図中の８は、トイレットペーパー整理用グッ
ズ１に収納されているトイレットペーパーを表わす。図より明らかなように、６本のトイ
レットペーパーが、その芯の長さ方向に積み重なって収納されている。このようなトイレ
ットペーパー整理用グッズを、トイレ内（例えばトイレの隅）に２本又は３本置くことに
より、トイレットペーパーを１２個又は１８個、トイレ内に整理して保管することができ
る。
【００３８】
　図３（ａ）は、本発明のトイレットペーパー整理用グッズの一例にトイレットペーパー
が収納された状態を示す斜視図であるが、この例ではすで３つのトイレットペーパーが使
用され、３つのトイレットペーパーのみが使用されている。図中の１、３及び６は、それ
ぞれ、図１、２の場合と同じトイレットペーパー整理用グッズ、切り欠き部及び蓋を表わ
し、図中の８は、図２の場合と同じトイレットペーパーを表わす。
【００３９】
　図３（ｂ）は、トイレットペーパー整理用グッズ１に付設される芯入れを表わす。図中
９は、芯入れである。芯入れ９は、下部１０と上部１１に分離可能であり、下部１０の上
端の開口部の蓋をするように上部１１は設置される。１２は上部１１に設けられた孔であ
りここから使用済みのトイレットペーパーの芯が投入される。芯入れ内が芯で一杯になっ
た時は、孔１２に指を掛けて上部１１を下部１０と分離し、下部１０内の芯を廃棄する。
【００４０】
　芯入れ９は、トイレットペーパー整理用グッズ１の隣に置くことが好ましいが、例えば
、トイレットペーパー整理用グッズ１が置かれている隅とは別の隅に置くこともできる。
前記の好ましい具体例のトイレットペーパー整理用グッズ１に付設される芯入れとしては
、例えば、トイレットペーパー整理用グッズ１と同じ材質からなり、同様な、又はマッチ
した装飾が施されており、長さが３０ｃｍ、直径が１２ｃｍ、孔の径が５ｃｍのものを好
ましい具体例として挙げることができる。
【００４１】
　図４は、本発明のトイレットペーパー整理用グッズの他の一例を示す斜視図及び断面図
である。図４（ａ）が斜視図であり図４（ｂ）が断面図である。図中の１及び８は、それ
ぞれ、トイレットペーパー整理用グッズ及びトイレットペーパーを表わす。又、２１は側
面を、３１は切り欠き部を、並びに４１及び５１はそれぞれ上部底面及び下部底面をあら
わす。図より明らかなように、このトイレットペーパー整理用グッズ１は、その断面が６
角形である。ただし、断面形状以外は、図１の例と同様である。
【符号の説明】
【００４２】
１　　　　　トイレットペーパー整理用グッズ
２　２１　　側面
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３　３１　　切り欠き部
４　４１　　上部底面
５　５１　　下部底面
６　　　　　蓋
７　　　　　つまみ
８　　　　　トイレットペーパー
９　　　　　芯入れ
１０　　　　芯入れ下部
１１　　　　芯入れ上部
１２　　　　孔

【図１】 【図２】
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【図５】
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