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(57)【要約】
【課題】 熱湯ないし温水により硬化する靴底補修剤を
用いることで、靴底の補修時間を格段に短縮でき、しか
も靴底補修剤等の靴底補修用用具を収容している包装容
器の硬化槽兼用収容凹部を、熱湯ないし温水を入れる硬
化槽として活用することで、補修作業の手間を簡素化し
、作業性が向上し得る靴底補修セットを提供する。
【解決手段】 靴底補修剤を充填した靴底補修剤容器１
０、注型用型枠シート１３、表面仕上げ用ヘラ１４等の
靴底補修用用具４と、靴底補修剤容器１０等の前記靴底
補修用用具４を収容するとともに、靴底の磨耗、損傷、
欠損部分の補修時には、靴底補修剤を硬化させる熱湯な
いし温水を貯留するための硬化槽として機能する硬化槽
兼用収容凹部２０を形成した容器本体２１を有する包装
容器５とを備えた。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
靴底補修剤を充填した靴底補修剤容器、注型用型枠シート、表面仕上げ用ヘラ等の靴底
補修用用具と、
前記靴底補修剤容器等の前記靴底補修用用具を収容するとともに、靴底の磨耗、損傷、
欠損部分の補修時には、前記靴底補修剤を硬化させる熱湯ないし温水を貯留するための硬
化槽として機能する硬化槽兼用収容凹部を形成した容器本体を有する包装容器と、
を備えたことを特徴とする靴底補修セット。
【請求項２】
前記硬化槽兼用収容凹部に貯留した熱湯ないし温水内に、修理する靴の靴底補修部分が
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浸漬するように、該靴を支持する支持手段を設けた請求項１記載の靴底補修セット。
【請求項３】
前記支持手段として、包装容器に蓋部材を設けた請求項２記載の靴底補修セット。
【請求項４】
前記支持手段として、包装容器の少なくとも一側部に硬化槽兼用収容凹部を開閉する蓋
部材を回動自在に設け、靴のカフス部の上端部を立起させた蓋部材にクリップで係止して
、硬化槽兼用収容凹部に貯留した熱湯ないし温水内に靴底補修部分を浸漬する請求項２ま
たは３記載の靴底補修セット。
【請求項５】
前記蓋部材として、包装容器の両側部に硬化槽兼用収容凹部を開閉する１対の蓋部材を
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回動自在に設け、一方の蓋部材の長さを他方の蓋部材よりも長く設定し、長尺側の蓋部材
にハイヒールのカフス部の上端部をクリップで係止可能となし、短尺側の蓋部材にローヒ
ールのカフス部の上端部をクリップで係止可能となした請求項２または３記載の靴底補修
セット。
【請求項６】
前記蓋部材として、包装容器の長手方向に沿った一側部に硬化槽兼用収容凹部を開閉す
る蓋部材を回動自在に設け、立起させた蓋部材に左右の靴のカフス部の上端部を係止可能
となした請求項３〜５のいずれかに１項記載の靴底補修セット。
【請求項７】
前記支持手段として、包装容器に靴の長さ方向の途中部を支持する支持壁を形成した請
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求項２〜５のいずれか１項記載の靴底補修セット。
【請求項８】
前記靴底補修剤容器を、その長手方向を上下方向とし且つキャップが下側に位置するよ
うに、硬化槽兼用収容凹部の幅方向の略中央部に配置した請求項１〜７のいずれか１項記
載の靴底補修セット。
【請求項９】
前記包装容器の少なくとも一側部に硬化槽兼用収容凹部を開閉する蓋部材を回動自在に
設け、蓋部材に硬化槽兼用収容凹部内の所定位置に靴底補修剤容器を固定保持するための
突起を形成した請求項１〜８のいずれか１項記載の靴底補修セット。
【請求項１０】
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前記包装容器の少なくとも一側部に蓋部材を回動自在に設け、蓋部材に硬化槽兼用収容
凹部に対して熱湯ないし温水を注ぎ込むための開口部を形成した請求項１〜９のいずれか
１項記載の靴底補修セット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、磨耗したり損傷、欠損した靴底を適正な形状に再生、補修するのに必要な靴
底補修用用具を備え、かつ簡単短時間に靴底を再生、補修できる好適な靴底補修セットに
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関する。
【背景技術】
【０００２】
靴底の補修方法として、外周側へ行くにしたがって厚肉に構成した三日月形や半円形の
ゴム板を、靴底の踵部分に接着剤で貼り付けて補修する方法が広く採用されている。しか
し、踵部分の磨り減り方は、歩き方や靴の使用期間などによって異なるので、一様な形状
の既製のゴム板では、最適な状態に靴底を補修できないという問題があった。
【０００３】
そこで、最近では、常温にて数時間〜数日間放置することで硬化する靴底補修剤を用い
、磨り減ったり損傷したりした靴底にこの靴底補修剤を直接塗付、注入、注型して、適正
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な靴底形状に肉盛りし、常温にて硬化させる補修方法も提案され、実用化されている（例
えば、特許文献１参照。）。このような靴底補修剤を用いた靴底補修方法では、踵部分の
減り方に応じて、注型する靴底補修剤の分量を調整することで、ほぼ完全に元の状態まで
靴底を補修することができる。
【０００４】
一方、物品を収容する包装容器として、物品を入れる収容部を有するケース本体と、ケ
ース本体の両側部に折り目線を介して開閉自在に支持された蓋部材とを備えたプラスチッ
クシートからなる包装容器が提案されている（例えば、特許文献２参照。）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２−６０５５２号公報
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【特許文献２】特開平８−２５３２２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
ところで、前記特許文献１記載の靴底補修剤では、補修剤の塗付、注入、注型後、それ
が硬化するまでに数時間〜数日間の長時間を要するので、その間注型した補修剤に他の物
が接触しないように、靴を保管する必要があるとともに、その間靴を使用できないので、
代えの靴が必要となること、補修剤に含まれている溶剤が揮発することにより生活環境が
悪化すること、火災の危険があること、溶剤の揮発により補修部分が収縮変形し、一度の
補修作業では思い通りの形状に再生、補修できないこと、などの問題があった。
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【０００７】
本発明の目的は、熱湯ないし温水により硬化する靴底補修剤を用いることで、靴底の補
修時間を格段に短縮でき、しかも靴底補修剤等の靴底補修用用具を収容している包装容器
の硬化槽兼用収容凹部を、熱湯ないし温水を入れる硬化槽として活用することで、補修作
業の手間を簡素化し、作業性が向上し得る靴底補修セットを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題を解決するため、本出願人は、熱湯に浸漬することにより、数分で硬化する靴
底補修剤を開発した。そして、このような靴底補修剤を販売するに当たり、靴底補修剤を
収容する包装容器として、靴底の再生、補修に必要な靴底補修剤を充填した靴底補修剤容
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器や、注型用型枠シートや、表面仕上げ用ヘラ等の靴底補修用用具を収容する硬化槽兼用
収容凹部を有する包装容器を用い、この包装容器の硬化槽兼用収容凹部を、熱湯ないし温
水を入れる硬化槽として活用し、靴底補修剤を補修の必要な部分に塗付、注入、注型した
後、靴底補修部分を硬化槽兼用収容凹部に貯留した熱湯ないし温水に浸漬して、靴底補修
部分を硬化させることができるとの発想を得て本発明を完成するに至った。
【０００９】
すなわち、本発明に係る靴底補修セットは、靴底補修剤を充填した靴底補修剤容器、注
型用型枠シート、表面仕上げ用ヘラ等の靴底補修用用具と、前記靴底補修剤容器等の前記
靴底補修用用具を収容するとともに、靴底の磨耗、損傷、欠損部分の補修時には、前記靴
底補修剤を硬化させる熱湯ないし温水を貯留するための硬化槽として機能する硬化槽兼用
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収容凹部を形成した容器本体を有する包装容器とを備えたもので、靴底の磨耗、損傷、欠
損した部分を簡単に、短時間で再生、補修できる靴底補修セットを提供するものである。
【００１０】
この靴底補修セットでは、靴底補修剤を熱湯ないし温水に浸漬することにより短時間で
硬化する靴底補修剤を用いているので、靴底補修剤を必要箇所に必要量を塗付、注入、注
型してから、熱湯ないし温水に靴底補修部分を浸漬することで、例えば数分程度の短時間
で靴底補修剤を硬化させて、靴底の再生、補修をすることができる。このため、補修剤の
塗付、注入、注型後、この靴底補修部分に他の物が接触しないように、長時間にわたって
靴を保管する必要がなく、利用者の負担を軽減できるし、補修している間に使用する代え
の靴を用意する必要もない。また、靴底補修剤を熱湯ないし温水により硬化させるときに
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は、硬化槽兼用収容凹部に貯留させた熱湯ないし温水に靴底補修部分を浸漬させて行える
ので、靴底補修セットの硬化槽兼用収容凹部に、靴底補修用用具を収容するための容器と
しての機能と、熱湯ないし温水を貯留する硬化槽としての機能の、２つの機能を付与でき
る。従っ容器本体として靴底補修に適合した形状のものを採用することができるので、一
般家庭にある洗面器等を容器として用いる場合と比較して、安定性良く靴底補修部分を熱
湯ないし温水内に浮かせた状態に中空支持することが可能となり、補修作業の作業性を向
上できる。
【００１１】
ここで、靴底補修セットに、前記硬化槽兼用収容凹部に貯留した熱湯ないし温水内に、
修理する靴の靴底補修部分が浸漬するように、該靴を支持する支持手段を設けることがで
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き、またこのような支持手段として、包装容器に蓋部材を設けることができる。靴底を靴
底補修剤で再生、補修し、靴底補修剤を硬化させるために熱湯ないし温水中に浸漬すると
きに、靴を保持する支持手段は、包装容器とは別部材で構成することも可能であるが、請
求項３記載のように、靴底補修剤セットの包装容器の蓋部材を用いると、別部材を用いる
ことがなく、靴底の補修作業の手間が簡素化され、簡単に靴底の補修作業ができる。
【００１２】
前記支持手段として、包装容器の少なくとも一側部に硬化槽兼用収容凹部を開閉する蓋
部材を回動自在に設け、靴のカフス部の上端部を立起させた蓋部材にクリップで係止して
、硬化槽兼用収容凹部に貯留した熱湯ないし温水内に靴底補修部分を浸漬するように構成
したものを用いることもできる。
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【００１３】
前記蓋部材として、包装容器の両側部に硬化槽兼用収容凹部を開閉する１対の蓋部材を
回動自在に設け、一方の蓋部材の長さを他方の蓋部材よりも長く設定し、長尺側の蓋部材
にハイヒールのカフス部の上端部をクリップで係止可能となし、短尺側の蓋部材にローヒ
ールのカフス部の上端部をクリップで係止可能とすると、ハイヒールの靴であったり、ま
たローヒールの革靴やスニーカー等であっても靴底の補修と靴底補修部分の硬化作業が同
じようにできる。
【００１４】
前記蓋部材として、包装容器の長手方向に沿った一側部に硬化槽兼用収容凹部を開閉す
る蓋部材を回動自在に設け、立起させた蓋部材に左右の靴のカフス部の上端部をクリップ
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で係止可能とすると、左右一足の靴を同時に硬化槽兼用収容凹部に浸漬できるので、靴底
補修の作業を短時間で行うことができる。
【００１５】
前記支持手段として、包装容器に靴の長さ方向の途中部を支持する支持壁を形成したの
で、靴底補修部分を安定な状態に保つことができる
【００１６】
前記靴底補修剤容器を、その長手方向を上下方向とし且つキャップが下側に位置するよ
うに、硬化槽兼用収容凹部の幅方向の略中央部に配置したので、店頭での陳列が安定にな
る。
【００１７】
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前記包装容器の少なくとも一側部に硬化槽兼用収容凹部を開閉する蓋部材を回動自在に
設け、蓋部材に硬化槽兼用収容凹部内に所定位置に靴底補修剤容器を固定保持するための
突起を形成したので、陳列、運搬などにより変動せず、元の状態に保持することができ、
見栄えにも良い。
【００１８】
前記包装容器の少なくとも一側部に蓋部材を回動自在に設け、蓋部材に硬化槽兼用収容
凹部に対して熱湯ないし温水を注ぎ込むための開口部を形成したので、一般家庭にあるヤ
カンやポットから容易に熱湯ないし温水を安全に硬化槽に注ぎ込むことができる。
【発明の効果】
【００１９】
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本発明に係る靴底補修セットによれば、あまり手間をかけずに、簡単に、短時間で靴底
を再生、補修ができる。靴底補修剤の塗付、注入、注型後、この補修部分に他の物が接触
しないように、長時間にわたって靴を保管する必要がなく、利用者の負担を軽減できるし
、代えの靴を用意する必要もないので、簡便に靴を補修することができる。また、靴底補
修セットの靴底補修用用具を収容するための包装容器の硬化槽兼用収容凹部を、靴底補修
時における熱湯ないし温水を貯留するための硬化槽として活用できるので、一般家庭に存
在する洗面器等を容器として利用する場合と比較して、安定性良く靴底補修部分を硬化槽
に中空支持することが可能となり、補修作業に手間がかからず、作業性が向上する。
【００２０】
ここで、硬化槽兼用収容凹部に貯留した熱湯ないし温水内に、修理する靴の靴底補修部
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分が浸漬するように、該靴を中空支持する前記支持手段として、包装容器に設けた蓋部材
を利用し、立起させた蓋部材の上端部を靴のカフス部の上端部とクリップで係止して、硬
化槽に貯留した熱湯ないし温水内にて靴底補修剤を硬化させるので、靴底に塗付、注入、
注型した踵部を中空支持するように構成することができる。このように本願発明は簡単な
構成を採用しつつ、包装容器の硬化槽兼用収容凹部に、靴底補修用用具を収容する容器と
しての機能と、靴底補修剤を硬化させる硬化槽としての機能の、２つの機能を付与でき、
しかも硬化槽として使用する際には、適正姿勢に安定的に靴を支持することができる。
【００２１】
また、靴底補修セットの包装容器の蓋部材として、長さの異なる１対の蓋部材を設ける
と、長尺側の蓋部材によりハイヒールを支持でき、短尺側の蓋部材でローヒールを支持す
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ることができ、ハイヒールでもローヒールでも硬化槽兼用収容凹部に対して適性姿勢に安
定的に支持することが可能となる。
【００２２】
更に、前記蓋部材として、包装容器の長手方向に沿った一側部に蓋部材を設けると、左
右の靴を並べて蓋部材に支持させ、両靴の補修部分を同時に熱湯ないし温水に浸漬するこ
とが可能となり、熱湯による靴底補修作業の処理時間を半減することができる。
【００２３】
前記支持手段として、包装容器の長さ方向の途中部を支持する支持壁を形成し、支持壁
上に靴をセットして、靴の踵部分を熱湯ないし温水に浸漬することも可能である。このよ
うな支持壁は、前記蓋部材と併用することで、一層安定的に靴を支持することができる。
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【００２４】
ここで、前記補修剤容器を、その長手方向を上下方向とし且つキャップが下側に位置す
るように、硬化槽兼用収容凹部の幅方向の略中央部に配置すると、靴底補修セットの包装
容器を陳列保管する場合にバランスよく吊り下げて陳列することが可能となる。また、靴
底補修剤容器を収容した硬化槽兼用収容凹部を熱湯ないし温水を貯留する硬化槽として活
用したときにも、水平な場所に安定に戴置できるので、傾斜、転倒し、熱湯がこぼれる危
険もなくなり、靴底補修部分を安定な状態に支持することができる。店頭の陳列棚等から
靴底補修セットを床等に落とした場合でも、キャップを下側へ向けて配置させているので
、靴底補修剤容器から靴底補修剤が漏れ出すことを効果的に防止できる。
【００２５】
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前記靴底補修セットの包装容器の少なくとも一側部に蓋部材を設け、靴底補修用用具を
固定保持するための突起を蓋部材に形成すると、包装容器内の運搬、陳列作業において靴
底補修剤容器の変動等が突起により拘束されるので、靴底補修剤容器など靴底補修用用具
を包装容器に安定に見栄え良く収容できる。
【００２６】
熱湯ないし温水は、その温度が低下しないように、本願発明の包装容器の硬化槽兼用収
容凹部であり、かつ靴底補修剤を硬化させる硬化槽に対して靴をセットした状態で熱湯な
いし温水を注ぎ込むことが好ましいが、硬化槽兼用収容凹部の上側に靴が配置されること
から、熱湯を注ぐことが煩雑になる。そこで、前記包装容器の少なくとも一側部に蓋部材
を設け、蓋部材に硬化槽兼用収容凹部内への熱湯ないし温水を注ぎ込む開口部を形成する
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と、靴に邪魔されることなく硬化槽兼用収容凹部内に熱湯ないし温水を注ぎ込むことが可
能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。
【００２８】
図１に示すように、靴底補修セット１は、熱湯ないし温水２（図６、図７参照）に対し
て浸漬することにより硬化する靴底補修剤３（図８参照）を封入した靴底補修剤容器１０
を含む靴底補修用用具４と、靴底補修用用具１０を収容する包装容器５とを備えている。
また、包装容器５は、靴底補修剤容器１０を含む靴底補修用用具４を収容するとともに、
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靴底の磨耗、損傷、欠損部分の補修時には、靴底補修用用具４を取り出して、靴底補修剤
３を硬化させる熱湯ないし温水２を貯留可能な硬化槽として機能する硬化槽兼用収容凹部
２０を凹設した容器本体２１と、靴底補修剤３を用いてローヒールやハイヒールなどの靴
Ｓ（図６、図７参照）を補修するときに、靴底補修剤３を塗付、注入、注型した踵部Ｈの
補修部分が、硬化槽兼用収容凹部２０に注いだ熱湯ないし温水２内に中空支持されるよう
に、該靴Ｓを容器本体２１の硬化槽兼用収容凹部２０に支持する支持手段６とを備えてい
る。
【００２９】
靴底補修用用具４としては、靴底補修剤容器１０以外に、靴底補修剤３が手指に付着す
ることを防止するための安全防具用の手袋１１と、靴底ＳＢの補修部分の表面を磨くため
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の紙ヤスリ１２と、補修部分の外縁に沿って貼り付け可能な合成樹脂製の細長い２枚の注
型用型枠シート１３と、靴Ｓの補修部分に靴底補修剤３を空洞のないように塗付、注入、
注型し、表面を平坦にならすためのヘラ１４と、靴Ｓを包装容器５の蓋部材２２，２３に
固定するためのクリップ１５などを備えている。但し、これ以外に、靴底補修剤３が手指
に付着した場合の洗浄液やウエスなどを備えさせることもできる。
【００３０】
靴底補修剤３は、末端イソシアネート基含有ウレタンプレポリマー及び／又はポリイソ
シアネート化合物と潜在性硬化剤とを主成分とする高粘度の液状或いはペースト状の一液
型熱硬化性組成物からなり、靴底補修剤容器１０に気密に封入されている。この靴底補修
剤３は、７０℃以上、１００℃以下の硬化槽兼用収容凹部２０内の熱湯ないし温水２に約
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５分間浸漬して加熱することにより、潜在性硬化剤が活性化し、末端イソシアネート基含
有ウレタンプレポリマー及び／又はポリイソシアネート化合物が付加重合して硬化するよ
うに構成されている。
【００３１】
前記潜在性硬化剤としてはアミン化合物を不活化したものを用いることが好ましい。ア
ミン化合物を不活化した潜在性硬化剤としては、固形アミンの表面に粉体を固着させて不
活性化したもの、アミン化合物にハロゲン化硼素を付加した錯体、又はアミン化合物を重
合性二重結合を有するフェノール類のホモポリマー若しくはコポリマーでブロックしたも
のを用いることができる。尚、靴底補修剤３としては、熱湯ないし温水中に浸漬すること
で硬化し、硬化後に靴底ＳＢと同程度のゴム弾性が現れるものであれば、任意の素材から
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なるものを採用することができる。
【００３２】
靴底補修セット１の包装容器５は、容器本体２１に凹設した硬化槽兼用収容凹部２０に
、靴底補修剤容器１０等を収容する容器としての機能と、熱湯ないし温水を満たす硬化槽
２０としての機能を付与している関係上、少なくとも１００℃の熱湯に耐え得る耐熱性を
有する樹脂シートで構成されている。この包装容器５は、図１〜図５に示すように、靴底
補修用用具４を収容する容器でもあり、熱湯ないし温水を満たす硬化槽でもある硬化槽兼
用収容凹部２０を有する容器本体２１と、容器本体２１の両側に一体ヒンジ２１ａを介し
て回動自在に設けられた長さの異なる１対の蓋部材２２、２３とを備えている。硬化槽兼
用収容凹部２０の容量は、熱湯ないし温水を硬化槽兼用収容凹部２０内に満たし、靴Ｓの
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補修部分を浸漬した状態で、少なくとも５分間、７０℃以上を維持できるようにするため
、５００ｍｌ程度に設定されている。
【００３３】
両蓋部材２２、２３の遊端部は一定幅重ね合わされて閉蓋され、長尺蓋部材２２の遊端
部と途中部とには１対の嵌合突部２４がそれぞれ形成され、短尺蓋部材２３の基部には１
対の嵌合突部２４が形成され、短尺蓋部材２３の遊端部には挿通孔２５が形成され、容器
本体２１の外周部にはフランジ部２６が形成され、フランジ部２６には嵌合突部２４に凹
凸嵌合して蓋部材２２、２３を閉塞位置に保持する嵌合凹部２７が、６つの嵌合突部２４
に対応させて形成されている。
【００３４】

20

長尺蓋部材２２の遊端部における一方の嵌合突部２４付近には外方へ突出する摘まみ部
２８が形成され、この摘まみ部２８を摘まんで長尺蓋部材２２を容易に開放できるように
構成してもよい。長尺蓋部材２２の遊端部の嵌合突部２４は、短尺蓋部材２３の挿通孔２
５を挿通して容器本体２１の嵌合凹部２７に凹凸嵌合することもできるし、別途嵌合突起
と嵌合凹部を適宜適所に設けても良く、また、６つ以外の個数の嵌合突部２４を蓋部材２
２、２３に形成して、蓋部材２２、２３を容器本体２１に閉蓋状態に保持することもでき
るし、嵌合突部２４と嵌合凹部２７との凹凸嵌合以外の構造により、蓋部材２２、２３を
容器本体２１に閉蓋状態に保持することも可能である。
【００３５】
容器本体２１及び長尺蓋部材２２には陳列用の引っ掛け孔３３が形成され、包装容器５
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は引っ掛け孔３３側を上側にして立て向き姿勢で陳列されるように構成されている。容器
本体２１の幅方向の略中央部には上下１対の載置台２９、３０が収容部２０の内部側へ突
出形成され、載置台２９、３０には靴底補修剤容器１０の両端部を抱持する抱持凹部２９
ａ、３０ａが形成され、靴底補修剤容器１０はキャップ１０ａを下側にして載置台２９、
３０に上下方向に向けてセットされている。長尺蓋部材２２及び短尺蓋部材２３には載置
台２９、３０にセットした靴底補修剤容器１０を保持するための保持突起２２ａ、２３ａ
が形成され、靴底補修剤容器１０は閉蓋状態において載置台２９、３０と保持突起２２ａ
、２３ａとにより移動しないように拘束され、安定に変動しないように収容されている。
【００３６】
硬化槽兼用収容凹部２０の開口縁部には段差部３１が形成され、長尺蓋部材２２及び短
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尺蓋部材２３には段差部３１に嵌合するに略コ字状の補強突起３２が形成されている。段
差部３１により硬化槽兼用収容凹部２０内への最適な注湯量が容易に把握できる目安にす
ることもできるし、補強突起３２により蓋部材２２、２３の強度剛性が高められて、蓋部
材２２、２３で靴Ｓの踵部Ｈを支持する支持手段６（図６）として活用できるように構成
されている。
【００３７】
支持手段６は、両蓋部材２２、２３とクリップ１５とで構成され、図６に示すように、
ローヒールの靴Ｓを補修する際には、靴Ｓのカフス部Ｋの上端部を短尺蓋部材２３の上端
部にクリップ１５にて固定し、靴底補修剤３を塗付、注入、注型した靴底補修部分が硬化
槽兼用収容凹部２０内に貯留した熱湯ないし温水２に全体的に浸漬されるように、短尺蓋
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部材２３の傾斜角度θ１を調整することになる。一方、図７に示すように、ハイヒールの
靴Ｓを補修する際には、靴Ｓのカフス部Ｋの上端部を長尺蓋部材２２の上端部にクリップ
１５にて固定し、靴底補修剤３で再生ないし補修した補修部分が硬化槽兼用収容凹部２０
内に注いだ熱湯ないし温水２に浸漬されるように、長尺蓋部材２２の傾斜角度θ２を調整
することになる。
【００３８】
次に、この靴底補修セット１を用いた靴底ＳＢの補修方法について説明する。
【００３９】
先ず、図８（ａ）に示すように、靴底ＳＢの汚れや水気を落とし、靴底の補修が必要な
表面３４を紙ヤスリ１２で粗面にする。
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【００４０】
次に、図８（ｂ）に示すように、靴底補修用用具４の一つである注型用型枠シート１３
を踵部Ｈの外周に沿って略隙間なく粘着テープ３５で貼り付ける。このとき、型枠シート
１３の下端が踵部Ｈの底面と略同高になるように型枠シート１３を貼り付けると、型枠シ
ート１３の下端を基準に靴底補修剤３を塗付、注入、注型して、購入時に近い形状に肉盛
り仕上ることができる。
【００４１】
次に、手袋１１をはめた状態で、図８（ｃ）に示すように、靴底補修剤容器１０から靴
底補修剤３を絞り出しながら、必要量の靴底補修剤３を踵部Ｈの補修表面３４に対して塗
付、注入、注型する。このとき、注型して肉盛りした靴底補修剤３に気泡が含まれないよ
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うにするとともに、型枠シート１３と踵部Ｈとの隙間にも靴底補修剤３が十分に充填され
るように、靴底補修剤３を塗付、注入する。
【００４２】
次に、図８（ｄ）に示すように、肉盛りした靴底補修剤３をヘラ１４で伸ばして靴底Ｓ
Ｂが磨耗前の元の形状になるように、靴底補修剤３の形状、表面状態を整える。
【００４３】
こうして、靴底ＳＢに対して靴底補修剤３を塗付、注入、注型した後、図６のように、
靴底補修剤３が他の物に接触しないようにしつつ、靴Ｓのカフス部Ｋの上端部を短尺蓋部
材２３の上端部にクリップ１５で固定するとともに、補修補修部分が硬化槽兼用収容凹部
２０の熱湯ないし温水２に浸漬されるように中空支持した状態で、硬化槽兼用収容凹部２
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０にヤカン等から熱湯ないし温水２を注ぎ込み、約５分間、靴底補修剤３を熱湯ないし温
水２に浸漬させ、硬化させることになる。但し、硬化槽兼用収容凹部２０に予め熱湯ない
し温水２を入れてから、靴Ｓを支持手段である蓋部材２２，２３に対して固定することも
可能である。
【００４４】
こうして、靴底補修剤３が硬化した後、型枠シート１３を剥がし、補修部分のバリ取り
、形状を更にカッターナイフ等で調整するなどして片方の靴Ｓの補修を完了し、もう片方
の靴Ｓに関しても、同様に補修作業を施して、左右の靴Ｓの補修を完了することになる。
【００４５】
尚、本実施例では、片方ずつ靴Ｓを補修するように構成したが、図９に示す容器本体２
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１Ａのように、容器本体２１Ａの長さを左右の靴Ｓを並べてセット可能な長さに設定し、
容器本体２１Ａの長手方向に沿った一側に蓋部材２２Ａを開閉自在に設け、靴Ｓのカフス
部Ｋの上端部をクリップ１５で蓋部材２２Ａに固定支持して、左右の靴Ｓの補修部分を硬
化槽兼用収容凹部２０Ａ内に充填した熱湯ないし温水に同時に浸漬させて、左右の靴Ｓを
同時に補修可能に構成することも可能である。
【００４６】
また、蓋部材２２、２３を傾斜させて靴Ｓを支持するので、靴Ｓを支持させた状態で、
硬化槽兼用収容凹部２０内に熱湯ないし温水を注入するための開口部を蓋部材２２、２３
の回動中心側の基部に形成してもよい。
【００４７】
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更に、本実施例では蓋部材２２、２３の靴Ｓを支持させたが包装容器５に靴Ｓの長さ方
向の途中部を支持する１乃至複数の支持壁を形成し、この支持壁により踵部Ｈが熱湯ない
し温水２に浸漬されるように靴Ｓを支持してもよい。
【００４８】
尚、本実施例では、靴Ｓの踵部Ｈを補修する場合について説明したが、靴底ＳＢの任意
の位置の磨耗部分や破損部分に、前記と同様に靴底補修剤３を用いて簡単、容易に、安全
短時間に手間をかけずに補修することもできる。
【００４９】
本発明では靴底補修セットについて説明したが、本願発明の靴底補修剤と靴底補修用用
具などを用いて、様々な成形体、ゴム製品などの磨耗、欠損、損傷部分の再生や補修に転

10

用できることはいうまでもないことである。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】靴底補修セットの構成部材の説明図
【図２】閉蓋状態における包装容器の斜視図
【図３】閉蓋状態における包装容器の裏面側から見た斜視図
【図４】包装容器の開蓋状態におけるケース本体付近の斜視図
【図５】図１にＶ−Ｖ線断面図
【図６】ローヒールの靴を硬化槽の熱湯ないし温水に浸漬した状態で支持するときの説明
図
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【図７】ハイヒールの靴を硬化槽の熱湯ないし温水に浸漬した状態で支持するときの説明
図
【図８】（ａ）〜（ｄ）は靴底の補修方法の説明図
【図９】他の構成の包装容器を用いた靴の補修方法の説明図
【符号の説明】
【００５１】
Ｈ

踵部

Ｓ

靴

ＳＢ

靴底

Ｋ

カフス部

１

靴底補修セット

２

熱湯ないし温水

３

靴底補修剤

４

靴底補修用用具

５

包装容器

６

支持手段

１０ａ

キャップ

１０

靴底補修剤容器

１１

手袋

１２

紙ヤスリ

１３

注型用型枠シート

１４

ヘラ

１５

クリップ

２０

硬化槽兼用収容凹部

２１

容器本体

２１ａ

一体ヒンジ

２２ａ

保持突起

２２

長尺蓋部材

２３

短尺蓋部材

２３ａ

保持突起

２４

嵌合突部

２５

挿通孔

２６

フランジ部

２７

嵌合凹部

２８

摘まみ部

２９

載置台

３０

載置台

２９ａ

凹部

３０ａ

抱持凹部

３１

段差部

３２

補強突起

３３

引っ掛け孔

３４

補修面

３５

粘着テープ

５Ａ
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