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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】商品展示用として、各種下着、石鹸、弁当箱、
コップ、カセットテープ、電子部品等々のような嵩張り
のある立体性の内容物を袋体内部にほぼ一杯に詰め込ま
れるように、商品を入れ易くした商品横入れ用側マチ製
プラスチックフィルム袋を提供する。
【解決手段】上部ヘッダー２４と、上部ヘッダー２４の
中央下縁溶着部３０にて吊持されたフィルム製袋体２７
とからなる商品包装袋において、中央下縁溶着部の両側
では前後のサイドガゼット２５が開口可能となるように
個々別々にサイド溶着部３１，３２を形成すると共に、
フィルム製袋体２７は両側部にサイドガゼット２５が形
成してあると共に、フィルム製袋体２７を構成する一方
のサイドガゼット２５側の裏フイルム端部を開口してあ
り、前記一側ガゼット部の端部３３に舌状蓋フィルム３
４を連設し、舌状蓋フィルム３４がフィルム製袋体２７
の表面に接着するようにした。
【選択図】図１５
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
上部ヘッダーと、上部ヘッダーの下縁溶着部にて吊持されたフィルム製袋体とからなる商
品包装袋において、前記フィルム製袋体は両側部にサイドガゼット部が形成してあると共
に、一側のサイドガゼット部に開口部を形成してあり、該一側サイドガゼット部の開口端
部は舌状蓋フィルムを連設し、前記舌状蓋フィルムがフィルム製袋体の外面に接着するよ
うにしたことを特徴とする商品横入れ用サイドガゼット製プラスチックフィルム袋。
【請求項２】
外周部が密封された上部ヘッダーと、上部ヘッダーの中央下縁溶着部にて吊持されたフィ
ルム製袋体とからなる商品包装袋において、上部ヘッダーの前記フィルム製袋体は両側部
にサイドガゼット部が形成してあると共に、フィルム製袋体を構成する一方のサイドガゼ
ット側の裏フイルム端部を開口してあり、前記一側ガゼット部の端部は舌状蓋フィルムを
連設し、この舌状蓋フィルムの上辺部裏面に形成した接着層を前記舌状蓋フィルムがフィ
ルム製袋体の外面に接着するようにしたことを特徴とする商品横入れ用サイドガゼット製
プラスチックフィルム袋。
【請求項３】
上部ヘッダーと、上部ヘッダーの中央下縁溶着部にて吊持されたフィルム製袋体とからな
る商品包装袋において、中央下縁溶着部の両側では前後のサイドガゼットが開口可能とな
るように個々別々にサイド溶着部を形成すると共に、前記フィルム製袋体前記フィルム製
袋体は両側部にサイドガゼット部が形成してあると共に、フィルム製袋体を構成する一方
のサイドガゼット側の裏フイルム端部を開口してあり、前記一側ガゼット部の端部に舌状
蓋フィルムを連設し、前記舌状蓋フィルムがフィルム製袋体の表面に接着するようにした
ことを特徴とする商品横入れ用サイドガゼット製プラスチックフィルム袋。
【請求項４】
舌状蓋フィルムはガゼット部に開口部の上辺端部を底辺とする台形状としてなる前記請求
項１、請求項２又は請求項３記載の商品横入れ用サイドガゼット製プラスチックフィルム
袋。
【考案の詳細な説明】
【考案の詳細な説明】

【技術分野】
【０００１】
この考案は、商品展示用として、各種下着、石鹸、弁当箱、コップ、カセットテープ、電
子部品等々のような嵩張りのある立体性の内容物を袋体内部にほぼ一杯に詰め込まれるよ
うに、一側のサイドガゼットから商品を収納し易くしたプラスチックフィルム製の商品包
装袋に関する。
【技術の背景】
【０００２】
従来は、商品展示用として、石鹸、弁当箱のような嵩張りのある立体性の内容物が袋体内
部にほぼ一杯に詰め込まれるようなプラスチックフィルム製の商品包装袋では、上部に上
部ガゼット部を有するようなプラスチックフィルム製の袋体では、その下部より立体性の
内容物を入れる方式のものがあった。（例えば、特許文献１参照）
又、袋体の上方から立体性の内容物が袋体内部を入れるものとして、上部にガゼット部の
ない上部開口部がヘッダーの下縁近接位置に設けられるものがあった。（例えば特許文献
２参照）
【０００３】
【特許文献１】登録実用新案第３１２６７２６号
【０００４】
【特許文献２】登録実用新案第３０９５７８６号
【考案の開示】
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【考案の解決しようとする課題】
【０００５】
しかし、上記特許文献１では、上方より嵩張りのある立体性の内容物を上方より入れる構
造であり、しかも舌状蓋フィルムが常に上方より垂れ下がっているために、舌状蓋フィル
ムが立体性のある商品を入れる邪魔となり、商品封入作業が円滑にできない欠点がある。
【０００６】
又、特許文献２に示すものでは、ヘッダー部の横幅が下部袋体の横幅より小さい、いわゆ
る肩落ちタイプのプラスチックフィルム製の商品包装袋では、上方開口部が上部ヘッダー
に近接して開口部が形成されており、底部ガゼットはあるが、上部ガゼット部がないため
に、立体性の商品を入れるのは極めて困難となる傾向がある。仮に、開口部から立体性収
容物が入った場合でも、開口部両端が強く引っ張られることから、商品包装袋が開口部の
両端から破損する危険性がある。
【０００７】
従って、本考案の目的とするところは、嵩張りのある立体性の内容物を一側のサイドガゼ
ット側より入れやすく、しかも立体性の内容物を入れた後は形状の通り収容でき、落下す
る危険性が皆無であると共に、商品包装袋の製作コストを極めて低廉とすることのでき、
しかも上記のような欠点のないプラスチックフィルム製の商品包装袋を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本考案は、上記の問題点に鑑み、上部ヘッダーと、上部ヘッダーの下縁溶着部にて吊持さ
れたフィルム製袋体とからなる商品包装袋において、前記フィルム製袋体は両側部にサイ
ドガゼット部が形成してあると共に、一側のサイドガゼット部に開口部を形成してあり、
該一側サイドガゼット部の開口端部は舌状蓋フィルムを連設し、前記舌状蓋フィルムがフ
ィルム製袋体の外面に接着するようにした。
【０００９】
また、外周部が密封された上部ヘッダーと、上部ヘッダーの中央下縁溶着部にて吊持され
たフィルム製袋体とからなる商品包装袋において、上部ヘッダーの前記フィルム製袋体は
両側部にサイドガゼット部が形成してあると共に、フィルム製袋体を構成する一方のサイ
ドガゼット側の裏フイルム端部を開口してあり、前記一側ガゼット部の端部は舌状蓋フィ
ルムを連設し、この舌状蓋フィルムの上辺部裏面に形成した接着層を前記舌状蓋フィルム
がフィルム製袋体の外面に接着するようにした。
【００１０】
更に、上部ヘッダーと、上部ヘッダーの中央下縁溶着部にて吊持されたフィルム製袋体と
からなる商品包装袋において、中央下縁溶着部の両側では前後のサイドガゼットが開口可
能となるように個々別々にサイド溶着部を形成すると共に、前記フィルム製袋体前記フィ
ルム製袋体は両側部にサイドガゼット部が形成してあると共に、フィルム製袋体を構成す
る一方のサイドガゼット側の裏フイルム端部を開口してあり、前記一側ガゼット部の端部
に舌状蓋フィルムを連設し、前記舌状蓋フィルムがフィルム製袋体の表面に接着するよう
にした。
【００１１】
そして更に、舌状蓋フィルムはガゼット部に開口部の上辺端部を底辺とする台形状とした
。
【考案を実施するための最良の形態】

【実施例１】
【００１２】
図１～図５において、実施した商品横入れ用側マチ製プラスチックフィルム袋は、上部ヘ
ッダーの外周部が密封され、且つ下部フィルム製袋体の両側にサイドガゼットを形成する
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タイプのものである。
、両側縁部１、２が溶着され且つ上縁部３が密封され、且つ下部溶着部４からなる上部ヘ
ッダー５と、上部ヘッダー５の下縁溶着部４にて吊持されたフィルム製袋体６とからなる
商品包装袋において、前記フィルム製袋体６は両側部にサイドガゼット部７、８が形成し
てある。上部ヘッダー５の両側にもサイドガゼット部７、８が設けられている。
【００１３】
一側のガゼット部７にはガゼット端部９の端部辺１０に連設して舌状舌状蓋フィルム１１
を形成してある。更に、フィルム製袋体６は、サイドガゼット部７、８と、表フィルム１
５及び裏フィルム１４で手として構成されるが、この裏フィルム１４の舌状舌状蓋フィル
ム１１側の端部が開口部１６を形成してある。
【００１４】
この舌状舌状蓋フィルム１１の形状は、ガゼット端部９の端部辺１０を底辺とする半円形
状、三角形状又は台形状が適当である。舌状舌状蓋フィルム１１の上辺部裏面に設けた接
着層１２はフィルム製袋体の前記開口部１６を被覆して裏フィルム１４の外面１３に接着
される。
【００１５】
上記のようにした場合、上部ヘッダー５の四囲が完全に密封してあり、しかも、製造上の
両側のサイドガゼット部７、８がそのまま密封されているので上部ヘッダー５の強度も保
持される。
【００１６】
図６～図１５において、実施した商品横入れ用側マチ製プラスチックフィルム袋は、上部
ヘッダー及び製袋体の両側にサイドガゼットを形成するタイプのものである。実施した商
品横入れ用側マチ製プラスチックフィルム袋は、上部ヘッダーの外周部が密封するタイプ
のであって、上部ヘッダー２４の裏フィルム２８及び表フィルム２９と一体となったサイ
ドガゼット２５、２６が開口するタイプを示してある。
【００１７】
上部ヘッダー２４と、フィルム製袋体２７とは、以下のように連設されている。即ち、上
部ヘッダー２４の下部とフィルム製袋体２７の裏フィルム２８及び表フィルム２９の上部
は、その中央溶着部３０で溶着されていると共に、この中央溶着部３０の延長線上の両側
においては、上部ヘッダー２４及びフィルム製袋体２７を構成する裏フィルム２８及び表
フィルム２９は両側の各ガゼット２５、２６と、その重合部をそれぞれ個々にサイド溶着
部３１、３２にて溶着してあるものである。フィルム製袋体２７の片側のサイドガゼット
２５の端部３３は舌状蓋フィルム３４と一体的に設けてある。
【００１８】
裏フィルム２８の一方の側のサイドガゼット２５側の端部が開口させてあると共に、この
側のサイドガゼット２５側の端部２５の橋部３３は舌状蓋フィルム３４と一体的に設けて
ある。
【００１９】
立体商品ａを入れる際には、図６、図７に示すように、舌状蓋フィルム３４方向のフィル
ム製袋体２７の裏フィルム２８の端部は開口端部３５であって、舌状舌状蓋フィルム３４
を外側に引っ張り、裏フィルム２８の開口端部３５を広げるようにすれば、開口端部３５
は大きく広がるので、矢印方向に立体商品ａを入れて、これを容易に収納することが出来
る。そして、立体商品ａを入れた後に舌状蓋フィルム３４の裏面先端部に設けた接着層３
６を裏フィルム２８の外面に接着して商品をフィルム製袋体２７の内部に収納し、吊り孔
３７にて掛け止めされる。
【考案の効果】
【００２０】
プラスチックフィルム製の商品包袋では、サイドガゼットを両側に形成した商品横入れ用
側マチ製プラスチックフィルム袋は、従来製造上の難点から開発されなかったが、この考
案では、従来障害となっていた製造上の難点を解決したものであって、上部ヘッダーと、
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上部ヘッダーの中央下縁溶着部にて吊持されたフィルム製袋体とからなる商品包装袋にお
いて、中央下縁溶着部の両側では前後のサイドガゼットが開口可能となるように個々別々
にサイド溶着部を形成すると共に、前記フィルム製袋体前記フィルム製袋体は両側部にサ
イドガゼット部が形成してあると共に、一側のガゼット部に開口部を形成してあり、該ガ
ゼット部に形成された開口部の上辺端部は舌状蓋フィルムを連設し、前記舌状蓋フィルム
がフィルム製袋体の表面に接着するようにしたことによって、この種の商品横入れ用側マ
チ製プラスチックフィルム袋として画期的な横入れ方式としてあり、立体性製品を袋詰め
する作業の迅速化することができ、立体性の商品が入れやすく、しかも立体性の商品を入
れた後は形状の通りの収容ができ、落下する危険性が皆無であると共に、商品包装袋の作
成コストを極めて低廉とすることのできると共に、この種の商品横入れ用側マチ製プラス
チックフィルム袋としての斬新さ故の抜群の展示効果が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】商品横入れ用側マチ製プラスチックフィルム袋の正面図
【図２】商品横入れ用側マチ製プラスチックフィルム袋の斜視図
【図３】図１Ａ－Ａ線断面図
【図４】図１Ｂ－Ｂ線断面図
【図５】商品横入れ用側マチ製プラスチックフィルム袋に商品を収納した状態の断面図
【図６】商品を収納する状態の拡大断面図
【図７】商品を収納した状態の拡大断面図
【図８】他の実施例を示す側マチ製プラスチックフィルム袋の正面図
【図９】他の実施例を示す側マチ製プラスチックフィルム袋の斜視図
【図１０】図８Ｃ－Ｃ線断面図
【図１１】図８Ｄ－Ｄ線断面図
【図１２】商品横入れ用側マチ製プラスチックフィルム袋に商品を収納した状態の断面図
【図１３】図８Ｅ－Ｅ線断面図
【図１４】図８Ｆ－Ｆ線断面図
【図１５】商品横入れ用側マチ製プラスチックフィルム袋に商品を収納した状態の斜視図
【符号の説明】
１．．．両側縁部
２．．．両側縁部
３．．．上縁部
４．．．下部溶着部
５．．．上部ヘッダー
６．．．フィルム製袋体
７．．．サイドガゼット
８．．．サイドガゼット
９．．．開口部
１０．．端部辺
１１．．舌状蓋フィルム
１２．．接着層
１３．．表面
１４．．裏フィルム
１５．．表フィルム
１６．．開口部
２４．．上部ヘッダー
２５．．サイドガゼット
２６．．サイドガゼット
２７．．フィルム製袋体
２８．．裏フィルム



(6) JP 3145173 U 2008.10.2

２９．．表フィルム
３０．．中央溶着部
３１．．サイド溶着部
３２．．サイド溶着部
３３．．端部
３４．．舌状蓋フィルム
３５．．開口端部
３６．．接着層
３７．．吊り孔

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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