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(57)【要約】
【課題】
　ちょう付用、配達証、納品書と共に、チケットを一枚
の用紙に印刷して、チケットを別の保管場所から探し出
す手間を省き、納品書の内容とチケットの照合を省略し
て早期に配送でき、誤配送をなくした配送伝票を提供す
る。
【解決手段】
　配送伝票１は、伝票用紙２と、伝票用紙２の裏面に接
着剤層３を介して接着されたシート基材５と、シート基
材５の裏面５ｂに粘着剤層６を介して剥離可能に接着さ
れた剥離紙７とからなる。伝票用紙２には、少なくとも
、ちょう付用１１と、配達証１２と、納品書１９が印刷
形成されている。伝票用紙２には、チケット用紙２０が
連設されている。チケット用紙２０には、チケット２１
が印刷形成されている。当該チケット２１の周縁には、
チケット用紙２０からチケット２１を取り出すための切
り離し部２２が形成されている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伝票用紙と、伝票用紙の裏面に接着剤層を介して表面が接着されたシート基材と、シー
ト基材の裏面に粘着剤層を介して剥離可能に接着された剥離紙とからなり、
　伝票用紙には、少なくとも、ちょう付用と、配達証と、納品書が印刷形成された配送伝
票であって、
　伝票用紙には、チケット用紙が連設されており、
　チケット用紙には、チケットが印刷形成され、
　当該チケットの周縁には、チケット用紙からチケットを取り出すための切り離し部が形
成されていることを特徴とする配送伝票。
【請求項２】
　伝票用紙と、伝票用紙の裏面に接着剤層を介して表面が接着されたシート基材と、シー
ト基材の裏面に粘着剤層を介して剥離可能に接着された剥離紙とからなり、
　伝票用紙には、少なくとも、ちょう付用と、配達証と、納品書が印刷形成され、
　ちょう付用は、強接着剤層でシート基材に接着され、周縁が伝票用紙及びシート基材ま
でカットされ、
　配達証及び納品書は、弱接着剤層でシート基材に接着され、周縁が伝票用紙までカット
された配送伝票であって、
　伝票用紙には、チケット用紙が連設されており、
　チケット用紙には、チケットが印刷形成され、
　当該チケットの周縁には、チケット用紙からチケットを取り出すための切り離し部が形
成されていることを特徴とする配送伝票。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ちょう付用と、配達証と、納品書等の所定事項が印刷形成された配送伝票に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、配送伝票は、伝票用紙と、伝票用紙の裏面に接着剤層を介して表面が接着された
シート基材と、シート基材の裏面に粘着剤層を介して剥離可能に接着された剥離紙とから
なる。伝票用紙には、少なくとも、ちょう付用と、配達証と、納品書が印刷形成されてい
る。ちょう付用は、強接着剤層でシート基材に接着され、周縁が伝票用紙及びシート基材
までカットされている。配達証及び納品書は、弱接着剤層でシート基材に接着され、周縁
が伝票用紙までカットされている。ちょう付用は、届け先、依頼主、品名、配達店等の配
送物を配送するのに必要な情報が記載され、配送物に貼り付ける。配達証は、届け先、依
頼主、品名の他に、配送物を受け取ったことを証明する受領印が記載され、配達人が保管
する。納品書は、配送される商品の内容が記載され、配送物内に収納される。
【０００３】
　ちょう付用は、配送伝票から剥がすと、強接着剤で接着されているシート基材が共に剥
がれ、シート基材の裏面に粘着剤層が設けられているので、この粘着剤層により、配送物
に貼り付けることができる。納品書は、配送伝票から剥がすと、弱接着剤層でシート基材
に接着されているので、シート基材から容易に離れ、商品と共に配送物内に収容する。配
達証は、納品書と同様に、配送伝票から剥がすと、弱接着剤層でシート基材に接着されて
いるので、シート基材から容易に離れ、配達者が保持し、配達時に受取人から署名又は押
印してもらい、所定期間保存する（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１９４７１８号公報



(3) JP 2014-213592 A 2014.11.17

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記したように従来の配送伝票は、納品書に記載された商品を納品書と共に配送物内に
収納して使用される。係る場合、商品は、配送伝票とは異なる場所に保管されているので
、保管場所から探し出さなければならないので、手間がかかるという問題点があった。ま
た、本来は納品書に記載された商品と納品書を配送物袋に収納するが、納品書に記載され
ていない商品と納品書を配送物内に収納して間違って配送してしまう場合あった。特に、
商品がチケット類である場合、見た目がほとんど同じなので、商品が物以上に誤配送が多
い。
【０００６】
　例えばチケット類がコンサートのものである場合、外観、演奏者、演奏種目、演奏会場
、演奏時間が同じで、演奏日のみが異なる場合のものとか、さらには、演奏日が同じで、
入場口のみが異なるものとか、内容がほとんど同じで、相違点が僅かなものが多い。勿論
、スポーツ観戦チケット、映画券、切符等も同様である。このチケット類の僅かな相違点
は、細心の注意を払っても見逃しやすく、納品書に記載された内容ではないチケット類と
納品書を誤配送してしまう虞があるという問題点があった。
【０００７】
　さらに、チケット類は、棚等の別の場所に保管されており、その保管場所から探し出す
必要があった。コンサート、スポーツ観戦、映画、切符等のチケット類は、大量且つ早期
に発送する必要があるが、大量にあるチケット類の中から該当するものを選び出し、納品
書の内容と照らし合わせる作業は極めて労力を要し、それを早期に行わなければならない
ので、誤配送が起こりやすく、間違えて発送した場合、多大な損害が発生することになる
という問題点があった。
【０００８】
　本願発明は、上記問題点に鑑み案出したものであって、ちょう付用、配達証、納品書と
共に、チケット類を一枚の用紙に印刷し、それぞれをカット、ミシン目等の切り離し手段
により切り離し可能にして、チケット類を別の保管場所から探し出す手間を省き、納品書
の内容とチケット類の照合を省略して早期に配送でき、誤配送をなくした配送伝票を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願請求項１に係る配送伝票は、上記目的を達成するため、伝票用紙と、伝票用紙の裏
面に接着剤層を介して表面が接着されたシート基材と、シート基材の裏面に粘着剤層を介
して剥離可能に接着された剥離紙とからなり、伝票用紙には、少なくとも、ちょう付用と
、配達証と、納品書が印刷形成された配送伝票であって、伝票用紙には、チケット用紙が
連設されており、チケット用紙には、チケットが印刷形成され、当該チケットの周縁には
、チケット用紙からチケットを取り出すための切り離し部が形成されていることを特徴と
する。
【００１０】
　本願請求項２に係る配送伝票は、上記目的を達成するため、伝票用紙と、伝票用紙の裏
面に接着剤層を介して表面が接着されたシート基材と、シート基材の裏面に粘着剤層を介
して剥離可能に接着された剥離紙とからなり、伝票用紙には、少なくとも、ちょう付用と
、配達証と、納品書が印刷形成され、ちょう付用は、強接着剤層でシート基材に接着され
、周縁が伝票用紙及びシート基材までカットされ、配達証及び納品書は、弱接着剤層でシ
ート基材に接着され、周縁が伝票用紙までカットされた配送伝票であって、伝票用紙には
、チケット用紙が連設されており、チケット用紙には、チケットが印刷形成され、当該チ
ケットの周縁には、チケット用紙からチケットを取り出すための切り離し部が形成されて
いることを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１１】
　本願発明に係る配送伝票は、周縁がカットされたちょう付用を伝票用紙から取り出すと
、強接着剤層により接着されたシート基材が粘着剤層と共に剥離紙から離れ、このちょう
付用を粘着剤層によって、配送用袋等の配送物の所定箇所に貼り付けることができる。ま
た、周縁がカットされた配達証及び納品書を伝票用紙から取り出すと、弱接着剤層によっ
てシート基材に接着されているので、配達証及び納品書はシート基材から簡単に離れる。
伝票用紙に連設されたチケット用紙に印刷形成されたチケットを切り離し部を切り離して
取り出す。先程シート基材から取り出した納品書とチケットを配送物内に収納する。配達
証は別途保管する。配送伝票からチケット及び納品書を引き離して配送物内に入れるだけ
なので、 チケットを棚等の他の保管場所から探し出す手間が省け、チケットと納品書の
内容をチェックする必要がないので、早期に発送できる等の作業の効率化を図ることがで
き、納品書の内容と異なるチケットの誤配送を防止することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本願発明に係る配送伝票の正面図である。
【図２】図１の配送伝票の接着状況を説明する正面図である。
【図３】図１の配送伝票の下面図である。
【図４】図１の配送伝票の要部断面図である。
【図５】図４の配送伝票の取り外し説明図である。
【図６】図１の配送伝票の要部断面図である。
【図７】図６の配送伝票の取り外し説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図３に示すように、配送伝票１は、伝票用紙２と、伝票用紙２の裏面に接着剤層３を介
して表面５ａが接着されたシート基材５と、シート基材５の裏面５ｂに粘着剤層６を介し
て剥離可能に接着された剥離紙７とからなる。図１に示すように、伝票用紙２には、少な
くとも、ちょう付用１１と、配達証１２と、納品書１９が印刷形成されている。図４に示
すように、ちょう付用１１は、強接着剤層３ａでシート基材５に接着され、周縁が伝票用
紙２及びシート基材５までカット２５されている。図６に示すように、配達証１２及び納
品書１９は、弱接着剤層３ｂでシート基材５に接着され、周縁が伝票用紙２までカット２
６されている。図１に示すように、伝票用紙２には、チケット用紙２０が連設されている
。チケット用紙２０には、チケット２１が印刷形成されている。当該チケット２１の周縁
には、チケット用紙２０からチケット２１を取り出すための切り離し部２２が形成されて
いる。
【００１４】
　配送伝票１は、周縁がカット２５されたちょう付用１１を伝票用紙２から取り出すと、
強接着剤層３ａにより接着されたシート基材５が粘着剤層６と共に剥離紙７から離れ、こ
のちょう付用１１を粘着剤層６によって、配送用袋等の配送物の所定箇所に貼り付けるこ
とができる。また、周縁がカット２６された配達証１２及び納品書１９を伝票用紙２から
取り出すと、弱接着剤層３ｂによってシート基材５に接着されているので、配達証１２及
び納品書１９はシート基材５から簡単に離れる。伝票用紙２に連設されたチケット用紙２
０に印刷形成されたチケット２１を切り離し部２２を切り離して取り出す。先程シート基
材５から取り出した納品書１９とチケット２１を配送物内に収納する。配達証は別途保管
する。配送伝票１からチケット２１及び納品書１９を引き離して配送物内に入れるだけな
ので、 チケット２１を棚等の他の保管場所から探し出す手間が省け、チケット２１と納
品書１９の内容をチェックする必要がないので、早期に発送できる等の作業の効率化を図
ることができ、納品書１９の内容と異なるチケット２１の誤配送を防止することができる
。
【００１５】
　さらに、配送伝票１について、図面に基づいて詳細に説明する。図３に示すように、配
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送伝票１は、伝票用紙２と、伝票用紙２に連設されたチケット用紙２０と、伝票用紙２の
裏面２ａに接着剤層３を介して表面５ａが接着されたシート基材５と、シート基材５の裏
面５ｂに粘着剤層６を介して剥離可能に接着された剥離紙７とからなる。図１に示すよう
に、伝票用紙２の上部半分には、ちょう付用１１と、配達証１２と、引換金受領証１３と
、配達証控１５が印刷形成されている。伝票用紙２の下部半分には、注文番号１６，チケ
ット内容１７と、納品書１９が印刷形成されている。伝票用紙２の右端には、ミシン目（
切り離し部）２２を介してチケット用紙２０が設けられている。チケット用紙２０には、
複数のチケット２１が印刷形成されている。
【００１６】
　伝票用紙２の裏面２ａには、接着剤層３を介してシート基材５が貼着されている。図３
に示すように、チケット用紙２０の裏面には、シート基材５は貼着されていない。接着剤
層３は、強接着剤層３ａと弱接着剤層３ｂが使用される。図２に示すように、ちょう付用
１１と、注文番号１６と，チケット内容１７は、強接着剤層３ａによりシート基材５に剥
がれ難いように接着を行っている。配達証１２と、引換金受領証１３と、配達証控１５と
、納品書１９は、弱接着剤層３ｂによりシート基材５に剥がれ易いように接着を行ってい
る。シート基材５の裏面５ｂには、粘着剤層６が設けられ、この粘着剤層６に剥離紙７が
剥離可能に設けられている。
【００１７】
　チケット用紙２０に印刷形成された複数のチケット２１は、それぞれ周縁にミシン目（
切り離し部）２２が形成され、ミシン目２２を切り離して、取り出すことができる。伝票
用紙２に印刷形成された、ちょう付用１１と、注文番号１６と，チケット内容１７は、図
４に示すように、それぞれ周縁が剥離紙７を残して、伝票用紙２とシート基材５までカッ
ト２５されている。ちょう付用１１と、注文番号１６と，チケット内容１７は、図５に示
すように、配送伝票１から取り出すと、強接着剤層３ａによりシート基材５が剥がれない
ように接着されているので、シート基材５まで引き離され、シート基材５の裏面５ｂに設
けられた粘着剤層６によって、配達物等の所定箇所に貼り付けることができる。
【００１８】
　配達証１２と、引換金受領証１３と、配達証控１５と、納品書１９は、図６に示すよう
に、それぞれ周縁がシート基材５及び剥離紙７を残して、伝票用紙２までカット２６され
ている。配達証１２と、引換金受領証１３と、配達証控１５と、納品書１９は、図７に示
すように、配送伝票１から取り出すと、弱接着剤層３ｂによりシート基材５から剥がれ易
いように接着されているので、シート基材５から簡単に引き離される。
【００１９】
　配送伝票１は、以上の構成を有し、以下のように使用することができる。チケット用紙
２０に印刷形成されたチケット２１をミシン目２２を切り離して取り出し、配送用袋内に
収納する。周縁がカット２６された納品書１９を伝票用紙２から取り出し、配送用袋内に
収納する。このように、配送伝票１からチケット２１及び納品書１９を引き離して配送用
袋内に入れるだけなので、 チケット２１を棚等の他の場所から探し出す手間が省け、チ
ケット２１の内容と納品書１９の内容をチェックする必要がないので作業の効率化を図る
ことができ、納品書の内容と異なるチケットの誤配送を防止することができる。
【００２０】
　周縁がカットされたちょう付用１１を伝票用紙２から取り出すと、強接着剤層３ａによ
り接着されたシート基材５の裏面５ｂに設けられた粘着剤層６が露出するので、粘着剤層
６によって、配送用袋の所定箇所に貼り付けることができる。周縁がカット２６された配
達証１２、引換金受領証１３，配達証控１５を伝票用紙２から取り出し、配達人に渡して
おく。通常の配送物であれば、配達証１２に受取人の署名又は押印してもらってから、配
達証１２を保管する。代引き配送物であれば、料金を受け取り後、引換金受領証１３を受
取人に渡し、配達証控１５は、保管しておく。
【００２１】
　配送伝票１は、伝票用紙２とチケット用紙２０を一枚の用紙で形成し、ちょう付用１１
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納品書１９、複数のチケット２１を同時に印刷形成することが望ましい。このように、配
送伝票１は、ちょう付用１１と、納品書１９と、チケット２１が一枚の紙に印刷され、配
送用袋内に納品書１９とチケット２１を収納し、配送用袋にちょう付用１１を貼り付ける
だけで発送できるので、早期に大量発送でき、しかも誤配送がない。
【産業上の利用可能性】
【００２２】
　本願発明は、配達物に貼り付ける配送伝票に利用可能である。
【符号の説明】
【００２３】
　１　配送伝票
　２　伝票用紙
　２ａ　裏面
　３　接着剤層
　３ａ　強接着剤層
　３ｂ　弱接着剤層
　５　シート基材
　５ａ　表面
　５ｂ　裏面
  ６　粘着剤層
　７　剥離紙
　１１　ちょう付用
　１２　配達証
　１３　引換金受領証
　１５　配達証控
　１６　注文番号
　１７　チケット内容
　１９　納品書
　２０　チケット用紙
　２１　チケット
　２２　ミシン目（切り離し部）
　２５　カット
　２６　カット
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【手続補正書】
【提出日】平成25年12月13日(2013.12.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伝票用紙と、伝票用紙の裏面に接着剤層を介して表面が接着されたシート基材と、シー
ト基材の裏面に粘着剤層を介して剥離可能に接着された剥離紙とからなり、
　伝票用紙には、少なくとも、ちょう付用と、配達証と、納品書が印刷形成され、
　ちょう付用は、強接着剤層でシート基材に接着され、周縁が伝票用紙及びシート基材ま
でカットされ、
　配達証及び納品書は、弱接着剤層でシート基材に接着され、周縁が伝票用紙までカット
された配送伝票であって、
　伝票用紙には、チケット用紙が連設されており、
　チケット用紙には、チケットが印刷形成され、
　当該チケットの周縁には、チケット用紙からチケットを取り出すための切り離し部が形
成されていることを特徴とする配送伝票。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本願請求項１に係る配送伝票は、上記目的を達成するため、伝票用紙と、伝票用紙の裏
面に接着剤層を介して表面が接着されたシート基材と、シート基材の裏面に粘着剤層を介
して剥離可能に接着された剥離紙とからなり、伝票用紙には、少なくとも、ちょう付用と
、配達証と、納品書が印刷形成され、ちょう付用は、強接着剤層でシート基材に接着され
、周縁が伝票用紙及びシート基材までカットされ、配達証及び納品書は、弱接着剤層でシ
ート基材に接着され、周縁が伝票用紙までカットされた配送伝票であって、伝票用紙には
、チケット用紙が連設されており、チケット用紙には、チケットが印刷形成され、当該チ
ケットの周縁には、チケット用紙からチケットを取り出すための切り離し部が形成されて
いることを特徴とする。
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