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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品を収容し一側面が開口した中空の突出部と、前記突出部の開口の周囲に設けられた
フランジ部とを有するプラスチック成形体を備えたＰＴＰシートに取り付けられるプラス
チック成形体用包装台紙であって、
　粘着剤が塗布された一枚のシートを打ち抜いて形成され、前記突出部が突出する側の前
記フランジ部の面に重ねられる第一側面と、
　前記第一側面に形成され前記突出部が挿通される孔部と、
　前記一枚のシートにより前記第一側面に連続して設けられ前記フランジ部の反対側の面
に折り返される第二側面と、
　前記第二側面に形成され前記プラスチック成形体の前記突出部の開口に対向する部分に
形成された取出用開口形成部を備え、
　前記取出用開口形成部は、破断線で囲まれた取り外し可能な覆い片であり、前記覆い片
の端部には前記破断線に連続する持ち手が突出して形成され、前記持ち手の先端である頂
点部分には、前記頂点部分を囲むように開口した透孔である開け口が設けられ、
　前記取出用開口形成部を囲む前記破断線の内側部分に、前記粘着剤の粘着性をなくした
糊殺し部を印刷により設け、
　前記第一側面の、前記第二側面が重ねられて接着された時に前記第二側面の前記開け口
が対向する部分に、前記粘着剤の粘着性をなくした糊殺し部を設けたことを特徴とするプ
ラスチック成形体用包装台紙。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、透明な合成樹脂で作られ、商品を収容する突出部と、突出部の周縁部に形
成されたフランジ部が一体に成形されたプラスチック成形体を、フランジ部に沿って貼り
付けて前記突出部を閉鎖して包装するプラスチック成形体用包装台紙に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、商品を収容する突出部と、突出部の周縁部に形成されたフランジ部が一体に成形
されたプラスチック成形体を紙製等の台紙に取付ける包装方法があった。例えば特許文献
１に開示されるブリスターパックの組立て構造は、半折りした台紙の正面側の部分に打ち
抜き形成した窓孔に周縁フランジを備えたブリスターを装着して、半折りした台紙の正面
側部分と背面側部分を重ねて両面接着テープで貼り合せるものであった。
【０００３】
　また、商品を収容する突出部と、突出部の周縁部に形成されたフランジ部が一体に成形
されたプラスチック成形体には、錠剤を収容するＰＴＰシートがある。ＰＴＰシートは、
フランジ部の突出部と反対側の面にアルミ製等の破断可能なシートが貼り付けられて突出
部が閉鎖され、商品を密閉している。ＰＴＰシートは、錠剤が密閉されているためそのま
まの状態で箱等に入れて出荷されることが多いが、錠剤の情報や使用上の注意等を正確に
伝達するために、錠剤の情報等が印刷された台紙にＰＴＰシートを取り付けるものがあっ
た。例えば、特許文献２に示すＰＴＰシート用包装体は、薬剤を封入した突出部を有する
ＰＴＰシートの突出部を嵌入させる孔部を備えた台紙と、前記孔部に対応する位置に前記
突出部から薬剤等を脱離させるための開口部を設けた粘着性シートが設けられ、前記台紙
の裏側より前記孔部にＰＴＰシートの突出部を嵌入し、ＰＴＰシートの裏側より粘着性シ
ートを、その開口部を前記孔部の位置に合わせて貼付してＰＴＰシートを封止するもので
ある。
【特許文献１】実登３０４２８７９号公報
【特許文献２】特開２００７－３３０４０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１の場合、半折りした台紙の正面側部分と背面側部分を重ねて両面接着テ
ープで貼り合せるものであり、組み立てに手間と時間がかかるものであった。なお、台紙
をブリスターに取付ける方法は、両面テープのほかにいろいろな方法があり、例えば、ブ
リスター塗料を台紙に塗布し、台紙同士あるいは台紙とブリスターのフランジ部を熱圧に
より圧着する方法、フランジ部の側縁部を折曲加工しここに台紙をスライドさせて入れる
方法、台紙の一部にロックを形成し、フランジ部にかみ合わせて係止する方法、感圧接着
剤を台紙に塗布し加圧してフランジ部に接着する方法等がある。しかし、いずれも商品包
装時の作業工程が多く面倒であった。
【０００５】
　また、特許文献２の場合、粘着シートと台紙が別体であり、粘着シートの開口部をＰＴ
Ｐシートに一致させる位置決めが難しかった。また、粘着シートは前面に均一に粘着部が
取付けられているため、ブリスターの台紙に使用すると粘着剤がブリスターの内側に位置
するため、収容物が粘着剤に付着して、使用することができなかった。
【０００６】
　この発明は、上記背景技術の問題点に鑑みてなされたものであり、簡単な工程で、プラ
スチック成形体に商品を入れた状態できれいに包装可能なプラスチック成形体用包装台紙
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】
【０００７】
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　この発明は、商品を収容し一側面が開口した中空の突出部と、前記突出部の開口の周囲
に設けられたフランジ部とを有するプラスチック成形体を備えたＰＴＰシートに取り付け
られるプラスチック成形体用包装台紙であって、粘着剤が塗布された一枚のシートを打ち
抜いて形成され、前記突出部が突出する側の前記フランジ部の面に重ねられる第一側面と
、
　前記第一側面に形成され前記突出部が挿通される孔部と、前記一枚のシートにより前記
第一側面に連続して設けられ前記フランジ部の反対側の面に折り返される第二側面と、前
記第二側面に形成され前記プラスチック成形体の前記突出部の開口に対向する部分に形成
された取出用開口形成部を備え、前記取出用開口形成部は、破断線で囲まれた取り外し可
能な覆い片であり、前記覆い片の端部には前記破断線に連続する持ち手が突出して形成さ
れ、前記持ち手の先端である頂点部分には、前記頂点部分を囲むように開口した透孔であ
る開け口が設けられ、前記取出用開口形成部を囲む前記破断線の内側部分に、前記粘着剤
の粘着性をなくした糊殺し部を印刷により設けたプラスチック成形体用包装台紙である。
【０００８】
　また、前記第一側面の、前記第二側面が重ねられて接着された時に前記第二側面の前記
開け口が対向する部分に、前記粘着剤の粘着性をなくした糊殺し部を設けたものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のプラスチック成形体用包装台紙によれば、簡単な工程で、きれいにプラスチッ
ク成形体を包装することができる。プラスチック成形体用包装台紙に予め粘着部が設けら
れているため、接着のための特別な装置や加熱が不要である。また、粘着部の一部に自由
に糊殺し部を形成して不要な部分の粘着力をなくすことができ、いろいろな形状のプラス
チック成形体に対応することができる。プラスチック成形体用包装台紙に、商品に関する
情報や使用方法等を印刷することができ、正確で確実に伝達することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、この発明の実施形態について図面に基づいて説明する。図１～図５はこの発明の
第一実施形態を示すもので、この実施形態のプラスチック成形体用包装台紙１０は、紙製
等の一枚のブランクシートを打ち抜いて形成された台紙形成片１２で作られている。
【００１１】
　図４は台紙形成片１２を表面１２ａから見た展開図であり、台紙形成片１２は、矩形の
第一側面１４が設けられ、第一側面１４には、後述するＰＴＰシート４６のプラスチック
成形体４８の突出部４８ａが挿通される孔部１６が形成されている。孔部１６は、５個に
並べられた列が２列、互いに平行に形成され、合計１０個の孔部１６が設けられている。
一方の列の周囲には、列の長手方向に沿って帯状の印刷部１８が印刷され、印刷部１８の
一端部には、例えば「夕」という文字が印刷されている。他方の列の周囲にも、列の長手
方向に沿って帯状の印刷部２０が印刷部１８と異なる色で印刷され、印刷部２０の一端部
には、例えば「朝」という文字が印刷されている。印刷部１８の、印刷部２０と反対側の
部分には、各孔部１６の横に対応して、例えば日付を記入するための斜線２２が印刷され
ている。
【００１２】
　台紙形成片１２の、斜線２２に近い側縁部には、第一側面１４とほぼ同形の第二側面２
４が連続して設けられている。第一側面１４と第二側面２４の境界線には半切線等で折罫
線２６が設けられている。第二側面２４には、第一側面１４に折罫線２６で二つ折りした
ときに、印刷部１８に対向する位置に帯状の印刷部２８が印刷され、印刷部２８の一端部
には「夕」という文字が印刷されている。印刷部２０に対向する位置にも帯状の印刷部３
０が印刷され、印刷部３０の一端部には「朝」という文字が印刷されている。
【００１３】
　印刷部２８は、長手方向に交差する６本の破断線３２で５つに区切られて、破断線３２
同士の間は覆い片３４となっている。取出用開口形成部である覆い片３４は、５個形成さ
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れ第一側面１４の印刷部１８の５個の孔部１６にそれぞれ対向している。破断線３２は、
印刷部２８から折罫線２６側へ延びて、一対の破断線３２の端部が互いに近づいて連結し
て三角形の持ち手３６を形成している。第二側面２４の、持ち手３６の頂点部分には、持
ち手３６を起こし易くする透孔である開け口３８が各々設けられている。印刷部２８の、
持ち手３６と反対側の側縁部には、側縁部に沿って破断線４０が設けられ、破断線３２の
、持ち手３６と反対側の端部は、破断線４０にほぼ直角に連続している。
【００１４】
　印刷部３０も、印刷部２８と同様に長手方向に交差する６本の破断線３２で５つに区切
られて、覆い片３４が５個形成され、第一側面１４の印刷部２０の５個の孔部１６にそれ
ぞれ対向している。破断線３２は、印刷部３０から印刷部２８と反対側へ延びて、一対の
破断線３２の端部が互いに近づいて連結して三角形の持ち手３６を形成している。持ち手
３６の頂点部分には持ち手３６を起こし易くする透孔である開け口３８が各々設けられて
いる。印刷部３０の、持ち手３６と反対側の側縁部には、側縁部に沿って破断線４０が設
けられ、破断線３２の、持ち手３６と反対側の端部は、破断線４０にほぼ直角に連続して
いる。印刷部３０の、持ち手３６の横に対応して、日付を記入するための斜線４１が印刷
されている。
【００１５】
　台紙形成片１２の裏面１２ｂには、図５に示すように均一に粘着剤が塗布された粘着部
４２と、粘着剤に表面処理を施して粘着力をなくした糊殺し部４４が設けられている。第
一側面１４の糊殺し部４４は、第二側面２４の開け口３８を折罫線２６で線対称にした形
状に設けられている。第二側面２４の糊殺し部４４は、破断線３２で囲まれた１０個の覆
い片３４の裏面に設けられている。このとき第一側面１４の孔部１６と第二側面２４の開
け口３８は開口しているため粘着部４２が設けられていない。なお、包装前の状態では、
台紙形成片１２の裏面１２ｂには、粘着部４２と糊殺し部４４を覆って一枚の図示しない
剥離紙が貼り付けられている。剥離紙は、台紙形成片１２よりも薄くて柔軟な紙等で作ら
れ、粘着部４２から簡単に剥がれるようにコーティングが施されたものである。剥離紙は
、孔部１６と開け口３８に連通して打ち抜かれてもよい。
【００１６】
　粘着部４２と糊殺し部４４の作り方は、例えばシートの片面に粘着剤を塗布し、粘着剤
に剥離紙を貼付した後、剥離紙を一旦剥がして所定形状で糊殺し部の印刷を行って糊殺し
部４４を設け、糊殺し部４４以外の部分を粘着部４２とする。この後、糊殺し部４４を含
む粘着部４２に再び剥離紙を戻して、粘着シートを打ち抜いて台紙形成片１２を形成する
。
【００１７】
　次に、プラスチック成形体用包装台紙１０の包装方法について説明する。プラスチック
成形体用包装台紙１０は、ＰＴＰシート４６に取り付けて包装するものである。ここでＰ
ＴＰシート４６について説明する。ＰＴＰシート４６は、プラスチック成形体４８が設け
られ、プラスチック成形体４８には、錠剤４９を収容する突出部４８ａと、突出部４８ａ
の周縁部のフランジ部４８ｂが設けられている。ここでは、５個の突出部４８ａが並べら
れた列が２列、互いに平行に形成され、合計１０個の突出部４８ａが設けられている。プ
ラスチック成形体４８のフランジ部４８ｂには、突出部４８ａの突出方向と反対の面に薄
いアルミ製のシート５０が貼り付けられ、突出部４８ａが閉鎖されている。
【００１８】
　次にプラスチック成形体用包装台紙１０の組立方法について説明する。まず、台紙形成
片１２を展開した状態で裏面１２ｂから剥離紙を剥がして粘着部４２と糊殺し部４４を露
出させる。露出させた粘着部４２にＰＴＰシート４６を貼り付ける。このとき、ＰＴＰシ
ート４６のプラスチック成形体４８の突出部４８ａを、台紙形成片１２の第一側面１４の
孔部１６に差し込み、台紙形成片１２の表面１２ａへ突出させる。ＰＴＰシート４６のプ
ラスチック成形体４８のフランジ部４８ｂは、粘着部４２により接着される。
【００１９】
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　次に、折罫線２６を折り曲げて第二側面２４を第一側面１４に、裏面１２ｂ同士が合う
ように折り重ねる。そうすると、ＰＴＰシート４６を挟持した状態で第一側面１４と第二
側面２４の粘着部４２どうしが接着され、図１、図２に示すように包装が完了する。この
とき、ＰＴＰシート４６の突出部４８ａに対向する部分に、第二側面２４の覆い片３４が
対面するが、覆い片３４には糊殺し部４４が位置するため接着されず、開封するときに覆
い片３４を簡単に外すことができる。また第二側面２４の開け口３８から第一側面１４が
露出するが、第一側面１４の開け口３８に対面する部分は糊殺し部４４であるため、異物
が付いて汚れたりすることがない。
【００２０】
　ＰＴＰシート４６から錠剤４９を取り出すときは、図３に示すように第二側面２４の一
つの覆い片３４を、破断線３２と破断線４０を切断して引き起こし、ＰＴＰシート４６の
シート５０を露出させる。なお覆い片３４は、開け口３８に指を入れて持ち手３６を摘ん
で引き上げると外し易い。覆い片３４を取り外した部分の開口部は、取出用開口形成部５
１となる。そしてＰＴＰシート４６の突出部４８ａを第一側面１４側から押す。すると、
錠剤４９がシート５０に押し付けられてシート５０が破断し、錠剤４９が取出用開口形成
部５１から取り出される。錠剤４９は、使用する当日の日付が斜線２２に記入されたもの
を選び、朝ならば印刷部２０，３０に位置するもの、夕方ならば印刷部１８，２８に位置
するものを取り出す。
【００２１】
　この実施形態のプラスチック成形体用包装台紙１０によれば、簡単な方法でＰＴＰシー
ト４６を手作業で包装することができる。台紙形成片１２の剥離紙を剥がすだけで粘着部
４２が露出してＰＴＰシート４６を挟んで第一側面１４と第二側面２４を二つ折りして接
着することができ、ヒートシール等の設備が不要で、少量のＰＴＰシートに対してもいろ
いろな場所で簡単に手作業により包装することができる。プラスチック成形体用包装台紙
１０は台紙形成片１２の状態で重ねてコンパクトにして出荷することができ、ＰＴＰシー
ト４６を製造する工場や医療施設等で必要に応じて包装することもでき、好都合である。
予め粘着部４２が設けられているため、接着剤や両面テープを別に準備する必要がなく手
間がかからないものである。粘着部４２の一部に、自由な形状で糊殺し部４４を設けるこ
とができるため、いろいろな形状のＰＴＰシート４６にあわせて自由に糊殺し部４４を設
け、自由に取出用開口形成部５１や開け口３８等を設けることができる。また、粘着部４
２の粘着剤で接着するため、ヒートシール等の熱が不要であり錠剤４９の品質に影響を与
えることがない。
【００２２】
　その他、第一側面１４と第二側面２４の斜線２２に日付を記入することで、飲み忘れ等
の間違いを防ぐことができる。また、印刷部１８，２０には朝と夕等の文字が印刷されて
いるため、一日で２回服用することがわかり便利である。プラスチック成形体用包装台紙
１０は面積が広いため、錠剤４９の効果や使用方法等を多く印刷することができ、消費者
に正確に情報を伝達することができ、商品内容をアピールすることができる。
【００２３】
　次に他の実施形態について図６～図９に基づいて説明する。なお、ここで、上記実施形
態と同様の部材は同様の符号を付して説明を省略する。この実施形態のプラスチック成形
体用包装台紙５２は、紙製などの一枚の粘着シートを打ち抜いて形成された台紙形成片５
４で作られている。
【００２４】
　図９（ａ）は台紙形成片５４を表面５４ａから見た展開図であり、台紙形成片５４は、
矩形の第一側面５６と第二側面５８が互いに連接され、折罫線６０で区切られて設けられ
ている。第一側面５６と第二側面５８は、連接方向の長さが長く形成されている。第一側
面５６には、折罫線６０のほぼ中心部分に連続するコの字形の切断線６２が設けられてい
る。切断線６２は第一側面５６の中心を越えて折罫線６０と反対側の端部５６ａの近傍に
達している。切断線６２と折罫線６０で囲まれた部分は、第一側面５６から外して第二側
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面５８に折り重ねられる糊殺し片６３となり、糊殺し片６３を第一側面５６から外して形
成される開口部は、後述するプラスチック成形体７８の突出部７８ａが挿通される孔部６
４となる。端部５６ａと切断線６２との間には、フック等を挿通する透孔６６が設けられ
ている。
【００２５】
　第二側面５８には、折罫線６０に近い部分に、折罫線６０に対して平行な折罫線６８が
設けられ、折罫線６８の両端部から折罫線６０と反対側の端部５８ａへ向かって突出する
コの字形の破断線７０が設けられている。破断線７０は、切断線６２と折罫線６０を中心
軸とする線対称の形に設けられ、ただし折罫線６０には達しない短い形状に形成されてい
る。破断線７０と折罫線６８で囲まれた部分は取出用開口形成部である覆い片７１となる
。端部５８ａと破断線７０との間には透孔７２が設けられ、透孔７２は、第一側面５６の
透孔６６と折罫線６０を中心軸とする線対称の位置に設けられている。
【００２６】
　図９（ｂ）は台紙形成片５４を裏面５４ｂから見た展開図であり、裏面５４ｂには、第
一側面５６と第二側面５８に均一に粘着剤が取り付けられた粘着部７４となっている。台
紙形成片５４の裏面５４ｂには、粘着部７４を覆って一枚の図示しない剥離紙が貼り付け
られている。
【００２７】
　次に、プラスチック成形体用包装台紙５２の包装方法について説明する。プラスチック
成形体用包装台紙５２は、商品の形状に成形されたプラスチック成形体７８に取り付けて
包装するものである。プラスチック成形体７８は、商品を収容する一側面が開口した中空
の突出部７８ａと、突出部７８ａの開口周縁部のフランジ部７８ｂが設けられている。こ
こでは、口紅等の縦長の商品８０を包装するために突出部７８ａは一方向に細長く形成さ
れている。
【００２８】
　次に、プラスチック成形体用包装台紙５２の組立方法について説明する。まず、台紙形
成片５４を展開した状態で裏面５４ｂから剥離紙を剥がして粘着部７４を露出させる。第
一側面５６の糊殺し片６３を切断線６２で外し、折罫線６０で第二側面５８の裏面５４ｂ
に折り返し、粘着部７４同士で接着する。これにより第一側面５６には孔部６４が形成さ
れ、第二側面５８には糊殺し部が形成される。次に、露出させた粘着部７４にプラスチッ
ク成形体７８を貼り付ける。このとき、プラスチック成形体７８の突出部７８ａを、台紙
形成片５４の第一側面５６の透孔６４に差し込み、台紙形成片５４の表面５４ａへ突出さ
せる。プラスチック成形体７８のフランジ部７８ｂは、粘着部７４により接着される。
【００２９】
　次に、折罫線６０を折り曲げて第二側面５８を第一側面５６に、裏面５４ｂ同士が合う
ように折り重ねる。そうすると、プラスチック成形体７８を挟持した状態で第一側面５６
と第二側面５８の粘着部７４どうしが接着され、図６、図７に示すように包装が完了する
。このとき、プラスチック成形体７８の突出部７８ａには第二側面５８の覆い片７１が対
面するが、覆い片７１は糊殺し片６３が接着されて接着力がなく、突出部７８ａに収容さ
れた商品８０が接着されることがなく自然な外観となる。
【００３０】
　プラスチック成形体７８から商品８０を取り出すときは、図８に示すように第二側面５
８の覆い片７１を、破断線７０を切断して外し、折罫線６８から折り曲げて外側に開く。
このとき、覆い片７１に接着された糊殺し片６３も開き、商品８０が取り出される。
【００３１】
　この実施形態のプラスチック成形体用包装台紙５２によれば、上記実施の形成されてい
る態度同様の効果を有し、簡単な方法でプラスチック成形体７８に商品８０を収容して手
作業で包装することができる。台紙形成片５４の剥離紙を剥がすだけで粘着部７４が露出
してプラスチック成形体７８を挟んで第一側面５６と第二側面５８を二つ折りして接着す
ることができ、ヒートシール等の設備が不要で商品８０への影響がなく、また接着剤や両
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【００３２】
　この発明のプラスチック成形体用包装台紙とプラスチック成形体は、上記各実施形態に
限定されず、孔部や覆い片の数や形状は商品に合わせて適宜変更可能であり、粘着部と糊
殺し部も、孔部と覆い片に合わせて変更可能である。収容する商品は、医薬品、雑貨、化
粧品等いろいろなものに使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】この発明の第一実施形態のプラスチック成形体用包装台紙の第一側面からみた斜
視図である。
【図２】この実施形態のプラスチック成形体用包装台紙の第二側面からみた斜視図である
。
【図３】この実施形態のプラスチック成形体用包装台紙の使用方法を示す斜視図である。
【図４】この実施形態のプラスチック成形体用包装台紙の表面から見た展開図である。
【図５】この実施形態のプラスチック成形体用包装台紙の裏面から見た展開図である。
【図６】他の実施形態のプラスチック成形体用包装台紙の第一側面からみた斜視図である
。
【図７】他の実施形態のプラスチック成形体用包装台紙の第二側面からみた斜視図である
。
【図８】他の実施形態のプラスチック成形体用包装台紙の使用方法を示す斜視図である。
【図９】他の実施形態のプラスチック成形体用包装台紙の表面から見た展開図（ａ）と裏
面から見た展開図（ｂ）である。
【符号の説明】
【００３４】
１０　プラスチック成形体用包装台紙
１２　台紙形成片
１４　第一側面
１６　孔部
２４　第二側面
２６　折罫線
３４　覆い片
４２　粘着部
４４　糊殺し部
４８　プラスチック成形体
４８ａ　突出部
４８ｂ　フランジ部４
５１　取出用開口形成部
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