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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　袋胴部と、当該袋胴部から延びており前記袋胴部を封鎖する端部シール部が形成されて
いる袋端部とを備え、前記端部シール部は、前記袋端部に端縁部分を余した状態で形成さ
れて前記袋胴部を封鎖する主シール部と、前記端縁部分において前記袋端部の袋幅の一部
に形成された開き防止用の補助シール部とを有しており、前記補助シール部は、前記袋端
部における袋幅の中央一部に前記主シール部に接続する態様で且つ前記主シール部よりも
弱いシール力で形成されているとともに、前記主シール部の長手方向に沿った筋を持つ波
形シール部に形成されていることから成る包装袋。
【請求項２】
　前記包装袋は、前記製品を包む筒状包装材の両端部に前記端部シール部としてエンドシ
ール部が成形され、前記主シール部が一方の前記エンドシール部に適用されているピロー
包装袋であることから成る請求項１に記載の包装袋。
【請求項３】
　前記ピロー包装袋は、前記エンドシール部に関連してガセット折り込みがされたガセッ
ト包装袋、又は更に他方の前記エンドシール部側の前記袋端部が角底に形成されている角
底ガセット包装袋であることから成る請求項２に記載の包装袋。
【請求項４】
　前記包装袋は、前記主シール部に対して前記袋胴部側の間際の位置に繰り返し開閉可能
なジッパーが付設されているジッパー付き包装袋であることから成る請求項１～３のいず
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れか一項に記載の包装袋。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の包装袋の内部に製品を収容する状態で封鎖されて
製造されている袋包装体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、易開封構造を備えた、ガセット形成、角底形成、或いはジッパーが付設さ
れたピロー包装袋のような包装袋、及びそれを用いた袋包装体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、製品を包装した袋包装体として、ピロー形態を有する包装袋を用いたピロー袋包
装体がある。ピロー袋包装体は、通常、センターシールを施すなどにより筒状に成形した
又は筒状に成形されつつある筒状包装材の中に製品を導入し、或いは製品を載置した包装
材を製品の周りに筒状に成形し、そうした筒状包装材の中に置かれた製品の両サイドで筒
状包装材を横断方向に封鎖するエンドシールを施すことによって製造される。ピロー袋包
装体は、ウェブ状の包装材を筒状包装材に成形するフォーマや縦シール手段、製品を送り
込む充填筒や製品供給手段、及び筒状包装材にエンドシールを施すエンドシール手段を備
えるピロー包装機によって自動的に製造することができる。ピロー包装機としては、包装
材が縦方向に送られる縦型又は横方向に送られる横型の製袋充填包装機が用いられる。
【０００３】
　ピロー袋包装体としては、エンドシール部に関連してガゼット折り込みが入れられるこ
ともあり、更にピロー袋包装体が縦置きされる場合には、ガゼット折り込みに加えて、底
側のエンドシール部に関連して角底折りが施されることもある。
【０００４】
　このようにして製造されたピロー袋包装体においては、袋のエンドシール部は、通常、
ヒートシールで密封されていて開封が困難である。そのため、図３に示すように、ピロー
袋包装体２１の胴部２２の両側端縁部２３，２４にそれぞれ形成されているエンドシール
部２５，２６に関連して、その端縁部分に易開封手段としてＩノッチ、Ｖノッチ等の切り
込みが形成されることが多い。図３に示す例では、連続して製造されるピロー袋包装体の
場合であって、製造されたピロー袋包装体２１を後続の筒状包装材から切り離すためのカ
ッタを波形にすることによって、切り離し切断縁が、連続したＶノッチと同様の波形構造
２７，２８に形成されている。
【０００５】
　図３に示されているように、エンドシール部２５，２６の端縁部に形成された波形構造
２７，２８のような切り込みから成る易開封手段を用いてピロー包装袋２１を引き裂いて
開封する場合、引き裂き線２９は端縁部２３，２４から縦方向に延びることになる。しか
しながら、包装材に延伸処理が施されてない場合には、引き裂き線２９が真っ直ぐになら
ず途中から斜めに走ることもある。このように、ピロー包装袋２１を引き裂いて開封する
と、綺麗な開口部が形成されないことが多い。また、開封後の引き裂いた引き裂き片３０
は最早、包装に寄与することはなく、残る袋の部分も開封前のピロー包装袋の大きさより
も大幅に小さくなり、製品を暫くの間、袋内に収容しておく際にも不便である。
【０００６】
　包装袋体の両面を離れ出させる向きの引っ張り力を作用させることにより、包装袋体の
熱シール部を壊しての開封を比較的容易になすことができる包装袋体が提案されている（
特許文献１）。この包装袋体は、内側に界面剥離、層間剥離又は凝集破壊可能に熱融着さ
れるシーラント層を有するフィルムにより構成され、被包装物を内側に収めた状態で辺部
に熱シール部を形成させた袋体である。この袋体の少なくとも一つの辺部に沿った熱シー
ル部は、フィルム縁との間に剥取り代となる非熱シール部を残した状態で、少なくともフ
ィルム縁に向けられたシール部縁の一部を、波形状をなすように形成された剥取りシール
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部としてある。剥取り代となる非熱シール部を把持して、両フィルム部を互いに引っ張る
ことで、波形状の山状部から剥離が開始し、その後の引っ張り力の継続的な作用によって
熱シール部が破壊されて、袋体が開封される。
【特許文献１】特開２０００－２０３６００号公報（段落［００２９］、図８）
【０００７】
　また、本出願人は、ヒートシーラでシールされた包装材のシール面を引き剥がすことに
より、開封が迅速且つ容易な袋包装体を提案している。この袋包装体は袋に包装物を収容
したガゼット袋包装体であり、その開口端部において、内側に向かって窪んだ凹状のシー
ル輪郭で横シール部が形成され、シール輪郭の外側には開封摘まみ用非シール部が溶着さ
れることなく残されている。開封摘まみ用非シール部を摘まみ片として両側に開くことで
、摘まみ片の開き力が、シール輪郭を介して横シール部を形成する包装材のシール面を引
き剥がす力となって作用する。したがって、横シール部の剥がれが進行し易くなり、ガゼ
ット袋包装体の開口端部を容易に開封することができる。
【特許文献２】特開２００３－１１９８５号公報（段落［００１９］～［００２１］、図
１）
【０００８】
　また、本出願人は、別の易開封構造を持つ袋包装体として、熱溶着した包装材のセンタ
ーシール部を利用して引き剥がす溶着面を選択できる易開封構造自体を工夫し、そのよう
な易開封構造を備えた袋包装体を提案している。この袋包装体によれば、筒端縁部の外側
縁から内側に向かってセンターシール部と交差する状態に凸状に広がる非シール部を残し
た状態で、横シール部が形成されているので、センターシール部とそれに対向する非シー
ル部を摘んで開き、シール領域が狭い横シール部分を剥がすことにより、筒端縁部を開封
することができる。センターシール部の端部を内側から剥がし、その後、順次、側端縁部
を引き剥がすことでも、ピロー袋包装体が開封される。
【特許文献３】特開２００３－７２７７４号公報（段落［００１５］～［００１７］、図
１～図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、包装材を互いに溶着して形成されるシール部によって密封される包装袋、或い
はそれを製品の包装に適用した袋包装体において、シール部を引き剥がすことで袋の開封
を可能にする開封用の摘み部分を、当該袋の開封時に容易に形成可能にする点で解決すべ
き課題がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明の目的は、開封用の摘み部分を袋の開封時に容易に形成可能とすることで開封
までは袋包装体の形態を見栄え良く維持し、開封の際には、袋素材を引き裂くことによっ
て包装袋を開封した場合と比較して包装袋の形態を大きく崩すことなく元の包装袋の形態
を維持し、製品を使用し切らない場合には包装袋の継続使用が可能な包装袋、或いはそれ
を製品の包装に適用した袋包装体を提供することである。
【００１１】
　上記の課題を解決するため、この発明による包装袋は、袋胴部と、当該袋胴部から延び
ており前記袋胴部を封鎖する端部シール部が形成されている袋端部とを備え、前記端部シ
ール部は、前記袋端部に端縁部分を余した状態で形成されて前記袋胴部を封鎖する主シー
ル部と、前記端縁部分において前記袋端部の袋幅の一部に形成された開き防止用の補助シ
ール部とを有しており、前記補助シール部は、前記袋端部における袋幅の中央一部に前記
主シール部に接続する態様で且つ前記主シール部よりも弱いシール力で形成されていると
ともに、前記主シール部の長手方向に沿った筋を持つ波形シール部に形成されていること
から成っている。
【００１２】
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　この包装袋によれば、袋端部の端縁部分は、袋端部の袋幅の一部に形成されている補助
シール部によって、一部が閉じられている。即ち、袋端部の端縁部分が袋端部の全幅に亙
って未シール状態であると、当該端縁部分を形成する袋包装材が互いから離れる態様で広
がるために見栄えが悪くなるが、端縁部分の一部に補助シール部を形成することによって
端縁部分が開き状態のままで放置されることがなくなり、開封されるまでの包装袋又は袋
包装体の見栄えの低下を防止することができる。補助シール部は、上記のように、端縁部
分が開き状態のままで放置するのを防止する程度でよいので、袋端部におけるシール領域
を袋幅の一部の範囲に限ることができ、またシールの強さも密封性が求められるような強
力なシールでなくてもよい。また、袋端部の端縁部分において、補助シール部が形成され
ている部分以外では包装材は溶着されていない。端縁部分の非溶着となっている包装材を
摘んで補助シール部を形成している包装材を互いに離れる方向に開き広げることにより、
補助シール部を引き剥がして容易に開くことができる。補助シール部が引き剥がされて開
いた端縁部分は、主シール部の開封用の摘み部分と成る。摘み部分を指で摘んだ状態で広
げることで、溶着されて主シール部を構成していた包装材が引き剥がされて、包装袋が開
封される。
【００１３】
　この包装袋において、前記補助シール部は、前記袋端部における袋幅の中央一部に前記
主シール部に接続する態様で且つ前記主シール部よりも弱いシール力で形成されている。
補助シール部の形成位置を袋端部における袋幅の中央一部にしているので、端縁部分を形
成する袋包装材が互いに広がるのを最も効率的に防止することができる。また、補助シー
ル部は主シール部に接続する態様に形成しているので、補助シール部を開く方向として主
シール部側が除かれるので、運搬や展示等の流通段階で補助シール部が剥がれる可能性を
少なくすることができる。更に、補助シール部のシール力を主シール部よりも弱いシール
力としているので、補助シール部の引き剥がしを容易にすることができる。
【００１４】
　上記の包装袋において、前記補助シール部は、前記主シール部の長手方向に沿った筋を
持つ波形シール部に形成されている。互いの包装材が引き剥がされた補助シール部は、主
シール部の引き剥がしの際に摘み部分として機能する。補助シール部を主シール部の長手
方向に沿った筋を持つ波形シール部に形成しておくと、引き剥がしたときに包装材には波
形に繰り返される凹凸が残るので、指で包装材の当該凹凸が残された部分を摘んだときに
、指は滑ることなく確実に包装材を把持することができる。
【００１５】
　上記の包装袋において、前記包装袋は、前記製品を包む筒状包装材の両端部に前記端部
シール部としてエンドシール部が成形され、前記主シール部が一方の前記エンドシール部
に適用されているピロー包装袋とすることができる。包装袋として、製品を包む筒状包装
材を用いたピロー包装袋が良く知られている。筒状包装材の封鎖には、その両端部にエン
ドシール部が成形されるが、主シール部を一方のエンドシール部に適用することができる
。主シール部とされた一方のエンドシール部を引き剥がすことで、筒状包装材の当該一端
部が開封される。
【００１６】
　上記ピロー包装袋とされた包装袋において、ピロー包装袋は、前記エンドシール部に関
連してガセット折り込みがされたガセット包装袋、又は更に他方の前記エンドシール部側
の前記袋端部が角底に形成されている角底ガセット包装袋とすることができる。ガセット
包装袋や、更に他方のエンドシール部側の袋端部を角底に形成した角底ガセット包装袋は
、袋端部において包装材への折り込みが用いられており、袋端部の横方向への出っ張りを
無くして包装袋又は袋包装体をスマートに構成される。主シール部を引き剥がしによって
開封した場合、そうした袋端部の折り込み構造を開くことで内部に製品を取り出すことが
でき、更に折り込み構造を閉じることによりそのまま袋を継続利用することができる。
【００１７】
　上記ピロー包装袋とされた包装袋において、前記包装袋は、前記主シール部に対して前
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記袋胴部側の間際の位置に繰り返し開閉可能なジッパーが付設されているジッパー付き包
装袋とすることができる。詳細には、包装袋の開封は、袋端部を主シール部の袋胴部側の
位置で引き裂きによってするのではなく主シール部の引き剥がしによって行われるので、
引き剥がされて生じた包装材は袋胴部に繋がって残っている。したがって、引き剥がされ
て生じた包装材を再開封のための摘みとして用いることができる。また、袋胴部において
ジッパーと主シール部との間に引き裂きのための包装材の領域を用意しておく必要がなく
、再開封・再閉鎖可能なジッパーは袋胴部の主シール部に対して間際の位置に付設するこ
とができる。このように、袋包装材は引き裂きによって生じた引き裂き片が破棄されるの
ではないので、残存したまま有効利用することができる。
【００１８】
　上記の包装袋は、その内部に製品を収容する状態で封鎖することで、袋包装体とするこ
とができる。製品を収容した袋包装体を開封して取り出すなどした後、再度封鎖するとき
には、袋の形態が基本的には崩れていないので、残る製品を確実に且つ見栄え良く封鎖す
ることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明は、上記のように構成されており、袋端部の端縁部分については、その一部が
袋端部の袋幅の一部に形成されている補助シール部によって閉じられており、端縁部分が
開き状態のままで放置されることがない。その結果、開封するまでは袋包装体の形態を見
栄え良く維持することができる。袋端部の端縁部分では、補助シール部が形成されている
部分以外では包装材は溶着されていないので、開封の際には、端縁部分の非溶着となって
いる包装材を摘んで互いに離れる方向に開き広げることにより、補助シール部を互いに離
れる方向に引き剥がして、補助シール部を開くことができる。特に、補助シール部のシー
ル力は、主シール部よりも弱いシール力で形成しているので、補助シール部の引き剥がし
を容易にすることができる。開き防止用の補助シール部を引き剥がすことで、端縁部分は
未シール部とともに主シール部の開封用の摘み部分となり、形成された摘み部分を摘んで
広げることで、主シール部を構成していた包装材が引き剥がされて主シール部を開封する
ことができる。特に、補助シール部は、主シール部の長手方向に沿った筋を持つ波形シー
ル部に形成されているので、包装材が引き剥がされた補助シール部には波形に繰り返され
る凹凸が残り、主シール部の引き剥がしの際に当該剥がされた補助シール部を指で摘んだ
ときに、凹凸によって指の滑りがなくなり、確実に包装材を把持することができる。この
包装袋又は袋包装体によれば、包装材を引き裂くことによって包装袋を開封した場合と比
較して、包装袋の形態を大きく崩すことなく元の包装袋の形態を維持することができる。
製品を使用し切らない場合には包装袋の継続使用が可能な包装袋、或いはそれを製品の包
装に適用した袋包装体を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、添付した図面に基づいて、この発明による包装袋又は袋包装体の実施例を説明す
る。図１はこの発明による包装袋又は当該包装袋を用いた袋包装体（以下、「袋包装体」
として説明する）の一実施例を示す斜視図であり、（ａ）はその全体斜視図、（ｂ）は開
封状態にある要部を示す部分斜視図である。
【００２１】
　図１に示す袋包装体は、筒状包装材から成る袋胴部２と、袋胴部２から延びている袋端
部３，４とを備えているピロー袋包装体１であり、袋端部３，４には、内部に製品を包装
するために袋胴部２を封鎖する端部シール部としてのエンドシール部５，６が形成されて
いる。袋端部４に形成されるエンドシール部６は、通常のエンドシール部である。一方の
エンドシール部５には、袋端部３に端縁部分９を余した状態で形成されて袋胴部２を封鎖
する主シール部７と、端縁部分において袋端部３の袋幅Ｗの一部（幅ｗ）に形成された開
き防止用の補助シール部８とが形成されている。図示のピロー袋包装体１に用いられてい
る包装袋は、主シール部７に対して袋胴部２側の間際の位置に繰り返し開閉可能なジッパ
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ー１０が付設されているジッパー付き包装袋である。
【００２２】
　ピロー袋包装体１において、補助シール部８は、袋端部３における袋幅Ｗの中央一部に
主シール部７に接続する態様で形成されている。補助シール部８の形成位置を袋端部３に
おける袋幅Ｗの中央一部（幅ｗ）にすることにより、補助シール部８のエリアを狭く抑え
ながらも、補助シール部８の両横側に広がる袋包装材９ａ，９ｂが互いに広がるのを最も
効率的に防止することができ、且つ良好な見栄えを維持することができる。また、補助シ
ール部８は主シール部７に接続する態様で形成されていることにより、補助シール部８を
開く方向としては、実質的に左右の未シール状態にある端縁部分９，９側からのみとなり
、ユーザによる開封を妨げることはないが、運搬や展示等の流通段階で補助シール部８が
剥がれてしまう可能性を実質的に無くすことができる。
【００２３】
　補助シール部８は、上記のように、端縁部分９が開き状態のままで放置するのを防止す
る程度でよいので、袋端部３におけるシール領域を袋幅Ｗの一部の範囲（幅ｗ）に限られ
ている。また、補助シール部８は、シールの強さについても、密封性が求められるような
強力なシールではなく、主シール部７より弱いシール力で形成されている。補助シール部
８のシール力を主シール部７よりも弱いシール力としているので、補助シール部８の引き
剥がしが容易になっている。
【００２４】
　ピロー袋包装体１において、補助シール部８は、主シール部７の長手方向に沿った筋８
ａを持つ波形シール部に形成されている。補助シール部８を主シール部７の長手方向に沿
った筋８ａを持つ波形シール部に形成しているので、補助シール部８を開いたときに、引
き剥がされた包装材には波形に繰り返される凹凸８ｂが残る。それゆえ、開いた補助シー
ル部８の包装材を指で摘んで開こうとするときに、指の引っ掛かりとなり、滑ることなく
確実に包装材を把持することができる。凹凸８ｂが形成されている補助シール部８の包装
材は、主シール部７の引き剥がしの際に、指で掴む摘み部分として機能する。
【００２５】
　ピロー袋包装体１によれば、袋端部３の端縁部分９は、袋端部３の袋幅Ｗの一部に形成
されている補助シール部８によって、一部が閉じられている。従来の袋包装体に見られる
ように、袋端部３の端縁部分９が袋端部３の全幅Ｗに亙って未シール状態であると、端縁
部分９を形成する袋包装材が互いから離れる態様で広がるために見栄えが悪くなる。しか
しながら、ピロー袋包装体１では、端縁部分９の一部に補助シール部８が形成されている
ので、端縁部分９が開き状態のままで放置されることがなくなり、開封されるまでのピロ
ー袋包装体１の良好な見栄えを維持することができる。
【００２６】
　袋端部３の端縁部分９において、補助シール部８が形成されている部分以外では包装材
９ａ，９ｂは溶着されていない。非溶着となっている包装材９ａ，９ｂを摘んで、補助シ
ール部８を形成している溶着されていた包装材を互いに離れる方向に開いて引き剥がすこ
とにより、補助シール部８を容易に開くことができる。補助シール部８が引き剥がされて
開いた端縁部分９は、袋端部３の全幅Ｗに亙って、主シール部７の開封用の摘み部分と成
る。摘み部分を指で摘んで広げるときに、凹凸８ｂが指の引っ掛かりとなって滑ることが
ない。その結果、主シール部７とされた一方のエンドシール部５を引き剥がすことで、ピ
ロー袋包装体１を容易に開封することができる。
【００２７】
　ピロー袋包装体１の開封は、袋端部３を主シール部７の袋胴部側の位置で引き裂きによ
ってするのではなく主シール部７の引き剥がしによって行われるので、引き剥がされて生
じた包装材は、図１（ｂ）に示すように、破棄されることなく、袋胴部２に繋がって筒状
の袋端部３ａとして残っている。したがって、残存した袋端部３ａを巻き取って閉じる、
或いはクリップ等の治具を用いて閉じるなどして、再閉鎖用として有効利用することがで
きる。このことは、特に、ジッパー１０が用いられない低コストの包装袋の場合に有効で
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ある。また、再開封・再閉鎖可能なジッパー１０が用いられる包装袋である場合において
も、袋胴部２においてジッパー１０と主シール部７との間に、包装材を引き裂くための充
分な領域を用意しておく必要がなく、ジッパー１０を袋胴部２の主シール部７に対して直
近位置に付設することができる。なお、袋包装体はピロー袋包装体１として説明したが、
袋包装体はそれに限らず、適宜の形態の袋包装体とすることができる。
【００２８】
　ピロー袋包装体１は、図２に示すように、エンドシール部５に関連してガセット折り込
みがされたガセット包装袋、或いは更に他方のエンドシール部側の袋端部４が角底に形成
されている角底ガセット包装体１１とすることができる。図２には、このようにして形成
された角底ガセット包装体１１の一例が示されている。図２（ａ）は開封前の全体斜視図
であり、図２（ｂ）は、開封状態を示す一部斜視図である。
【００２９】
　他方のエンドシール部側の袋端部４を角底に形成した角底ガセット包装袋１１は、袋端
部１３，１４には、内部に製品を包装するために袋胴部１２を封鎖する端部シール部とし
てのエンドシール部１５，１６（エンドシール１６は図示せず）が形成されている。袋端
部１３，１４において包装材への折り込みが用いられており、袋端部１３，１４の横方向
への出っ張りを無くして袋包装体をスマートに構成することができる。エンドシール部１
５には、袋端部１３に端縁部分１９を余した状態で形成されて袋胴部１２を封鎖する主シ
ール部１７と、端縁部分において袋端部３の袋幅Ｗの一部（幅ｗ）に形成された開き防止
用の補助シール部１８とが形成されている。端縁部分１９の一部に補助シール部１８が形
成されているので、端縁部分１９が開き状態のままで放置されることがなくなり、開封さ
れるまでの角底ガセット包装体１１の良好な見栄えを維持することができる。補助シール
部１８の形成位置、シール強さ及び波形シール部構造については、図１に示す例で用いら
れていた補助シール部８の場合と同等でよく、それらの構造及び作用についての再度の説
明を省略する。
【００３０】
　袋端部１３の端縁部分１９において、補助シール部１８が形成されている部分以外では
包装材１９ａ，１９ｂは溶着されておらず、非溶着となっている包装材１９ａ，１９ｂを
摘んで、補助シール部１８を形成している溶着されていた包装材を互いに離れる方向に開
いて引き剥がすことにより、補助シール部１８を容易に開くことができる。補助シール部
１８が引き剥がされて開いた端縁部分１９は、袋端部１３の全幅Ｗに亙って、主シール部
１７の開封用の摘み部分と成る。摘み部分を指で摘んで広げるときに、凹凸１８ｂが指の
引っ掛かりとなって滑ることがない。その結果、主シール部１７とされた一方のエンドシ
ール部１５を引き剥がすことで、角底ガセット包装体１１を容易に開封することができる
。主シール部１７を引き剥がしによって開封した後、袋端部１３のガセット折り込み構造
を開くことで内部に製品を取り出すことができる。角底ガセット包装袋の形態が基本的に
は崩れていないので、折り込み構造を閉じることにより再度封鎖可能でもあり、そのまま
袋を継続利用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】この発明による袋包装体の一実施形態であるピロー袋包装体の一例を示す斜視図
である。
【図２】この発明による袋包装体の別の実施形態である角底ガセット包装体の一例を示す
斜視図である。
【図３】従来のピロー袋包装体の一例を開封状態で示す斜視図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１　ピロー袋包装体　　　　　　　　　２，１２　袋胴部
　３，４，１３，１４　袋端部　　　　　３ａ　袋端部
　５，６，１５　エンドシール部



(8) JP 4995445 B2 2012.8.8

　７，１７　主シール部　　　　　　　　８，１８　補助シール部
　８ａ，１８ａ　筋　　　　　　　　　　８ｂ，１８ｂ　凹凸
　９，１９　端縁部分
　９ａ，９ｂ，１９ａ，１９ｂ　袋包装材
　１０　ジッパー
　１１　角底ガセット包装体
　Ｗ　袋幅　　　　　　　　　　　　　　ｗ　袋幅の一部

【図１】 【図２】
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