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(57)【要約】
【課題】物品の物品本体が他の入れ物に詰め替えられた
場合にも、客が物品情報を分かるようにする。
【解決手段】実施形態のラベルは、物品に粘着する第１
の粘着領域を有する基シート部と、第１の切り込みが形
成された第１の切断予定部を介して前記基シート部に接
続され、前記物品に関する物品情報を表示している分離
シート部と、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品に粘着する第１の粘着領域を有する基シート部と、
　第１の切り込みが形成された第１の切断予定部を介して前記基シート部に接続され、前
記物品に関する物品情報を表示している分離シート部と、
を備えるラベル。
【請求項２】
　前記基シート部は、一面に前記第１の粘着領域を有し、
　前記分離シート部は、前記基シート部の一面と同じ側の面である一面に前記第１の粘着
領域よりも粘着力が弱い第２の粘着領域を有し、他面に前記物品情報を表示している請求
項１に記載のラベル。
【請求項３】
　前記分離シート部は、前記第２の粘着領域の粘着よりも粘着力が強い第３の粘着領域を
当該分離シート部の前記一面に有する請求項２に記載のラベル。
【請求項４】
　前記分離シート部は、前記第２の粘着領域を有して前記第１の切断予定部を介して前記
基シート部に接続した第１のシート部と、第２の切り込みが形成された第２の切断予定部
を介して前記第１のシート部に接続した非粘着性の第２のシート部と、を有する請求項２
に記載のラベル。
【請求項５】
　物品に粘着する第１の粘着領域を一面に有する基シート部と、
　一面に前記物品に関する物品情報を表示しているとともに、前記基シート部の他面に粘
着した第２の粘着領域を一面に有し、前記基シート部の他面に剥がし可能に積層状態で粘
着した分離シート部と、
を備えるラベル。
【請求項６】
　請求項１ないし５の何れかに記載のラベルを発行するラベルプリンタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ラベルおよびラベルプリンタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スーパーマーケット等の店舗では、肉などの商品本体をトレイに盛ってラップで
包装した商品（物品）に対して、商品情報を表示したラベルを貼付することが行われてい
る。ラベルは、ラベルプリンタによって発行され、商品情報として商品名や商品の消費期
限等を表示している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　客の中には、ラベルが添付された商品を購入した後、店舗で、その商品から商品本体を
取り出し、店舗に置かれているビニール袋にその商品本体を詰め替えて持ち帰る客がいる
。また、客の中には、ラベルが添付された商品を自宅で冷蔵庫に入れる際に、そのまま冷
蔵庫に入れるとかさばる等の理由から、商品から商品本体を取り出してその商品本体をビ
ニール袋に詰め替えて冷蔵庫に入れる客がいる。
【０００４】
　このようにラベルが貼付された商品の商品本体を取り出してビニール袋に詰め替えると
、ビニール袋にはラベルが貼付されていないため、ビニール袋に詰め替えた商品本体の商
品名や消費期限が分からなくなってしまうという問題がある。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　一実施形態のラベルは、物品に粘着する第１の粘着領域を有する基シート部と、第１の
切り込みが形成された第１の切断予定部を介して前記基シート部に接続され、前記物品に
関する物品情報を表示している分離シート部と、を備える。
【０００６】
　一実施形態のラベルは、物品に粘着する第１の粘着領域を一面に有する基シート部と、
一面に前記物品に関する物品情報を表示しているとともに、前記基シート部の他面に粘着
した第２の粘着領域を一面に有し、前記基シート部の他面に剥がし可能に積層状態で粘着
した分離シート部と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施形態にかかるラベルプリンタの外観を示す斜視図である。
【図２】図２は、第１の実施形態にかかるラベルプリンタのプリンタユニットを示す図で
あって、プリンタユニットがハウジングに収納された状態を示す縦断側面図である。
【図３】図３は、第１の実施形態にかかるラベルの平面図である。
【図４】図４は、第１の実施形態にかかるラベルの底面図である。
【図５】図５は、第１の実施形態にかかるラベルの分離シート部の使用例を示す図である
。
【図６】図６は、第１の実施形態の第１の変形例にかかるラベルの平面図である。
【図７】図７は、第１の実施形態の第２の変形例にかかるラベルの平面図である。
【図８】図８は、第１の実施形態の第２の変形例にかかるラベルの底面図である。
【図９】図９は、第１の実施形態の第３の変形例にかかるラベルの平面図である。
【図１０】図１０は、第２の実施形態にかかるラベルの底面図である。
【図１１】図１１は、第３の実施形態にかかるラベルの平面図である。
【図１２】図１２は、第３の実施形態にかかるラベルの底面図である。
【図１３】図１３は、第４の実施形態にかかるラベルの平面図である。
【図１４】図１４は、第４の実施形態にかかるラベルの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して、実施形態にかかるラベルおよびラベルプリンタについて詳細に
説明する。なお、以下の複数の実施形態には、同様の構成要素が含まれている。よって、
以下では、それら同様の構成要素には共通の符号を付与するとともに、重複する説明を省
略する。また、以下の実施形態は、物品として商品を適用した例である。
【０００９】
［第１の実施形態］
　まずは、第１の実施形態を説明する。
【００１０】
　図１は、本実施形態にかかるラベルプリンタの外観を示す斜視図である。図１に示すよ
うに、ラベルプリンタ１００は、略直方体形状のハウジング１０２を備えている。このハ
ウジング１０２の上面には、テンキー等の各種のキーを含んで構成される操作パネル１０
３と、液晶ディスプレイを有する表示部としてのディスプレイ１０４とが設けられている
。ハウジング１０２の正面には開口部が形成されており、ハウジング１０２の内部には、
二つのプリンタユニット１０５，１０６が横並びに収納されている。
【００１１】
　いずれのプリンタユニット１０５，１０６にも、その正面にはフロントパネル１０５ａ
，１０６ａが取り付けられている。フロントパネル１０５ａ，１０６ａの上部には、ラベ
ル発行口１０５ｂ，１０６ｂが開口されている。フロントパネル１０５ａ，１０６ａの下
部には、把持部１０５ｃ，１０６ｃが形成されている。また、いずれのプリンタユニット
１０５，１０６も、正面前方に引出収納可能にハウジング１０２に支持されて取り付けら
れている。作業者は把持部１０５ｃ、１０６ｃを把持してプリンタユニット１０５、１０
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６をハウジング１０２から引き出すことができる。
【００１２】
　図１中、ラベルプリンタ１００の正面に隣接配置された機器は、計量装置１０８である
。計量装置１０８は、扁平形状の本体装置１０９と、この本体装置１０９の上面に取り付
けられた計量皿１１０とにより構成される。本体装置１０９は、計量皿１１０に載置され
た品物の重量を計量し、その計量データを出力する機能を有する。ラベルプリンタ１００
と計量装置１０８とは電気的に接続されている。計量装置１０８から出力された計量デー
タは、ラベルプリンタ１００に入力される。
【００１３】
　図２は、本実施形態にかかるラベルプリンタのプリンタユニットを示す図であって、プ
リンタユニットがハウジングに収納された状態を示す断面図である。図２では、二つのプ
リンタユニット１０５，１０６のうち、ラベルプリンタ１００の正面側から見て右側に位
置する一方のプリンタユニット１０５について示している。左側に位置する他方のプリン
タユニット１０６は、図２に示すプリンタユニット１０５と左右対称となる構造を有して
いる。以下、右側に位置するプリンタユニット１０５についてのみ説明し、左側に位置す
るプリンタユニット１０６については、説明を省略する。
【００１４】
　本実施形態において、プリンタユニット１０５に用いるラベル用紙１１２は、ロール状
に巻回されたロール紙である。ラベル用紙１１２は、複数枚のラベル１１３を長尺状の台
紙１１４に列状に貼付し、これを紙管１１５に巻き付けてロール状に巻回したものである
。ラベル１１３には、紙を主体に構成され加熱によって発色する感熱ラベルが用いられて
いる。
【００１５】
　ハウジング１０２の内側下方には、一対のレール１１１が設けられている。レール１１
１は、ハウジング１０２の正面側に設けられた開口部から奥側に向けて水平に延びており
、プリンタユニット１０５をスライド自在に支持している。このため、作業者は、プリン
タユニット１０５の把持部１０５ｃを把持して引き出すことで、レール１１１に沿ってプ
リンタユニット１０５を正面方向に向けてスライド移動させ、ハウジング１０２に収納さ
れた状態（図２）からハウジング１０２の外部まで引き出された状態（図示せず）に位置
づけることができる。また、作業者は、この把持部１０５ｃを把持して、レール１１１に
沿ってプリンタユニット１０５を奥側方向に向けてスライド移動させ、引き出された状態
から収納された状態（図２）に位置づけることもできる。
【００１６】
　プリンタユニット１０５は、用紙保持軸１１７とプラテン１１８と台紙巻取軸１１９と
を備える。用紙保持軸１１７は、紙管１１５を挿入させてラベル用紙１１２を保持する。
台紙巻取軸１１９は、ラベル用紙１１２が有する台紙１１４を巻き取る。用紙保持軸１１
７、プラテン１１８、台紙巻取軸１１９はいずれも、プリンタユニット１０５が有する側
壁１２０から突出して片持ち状態に維持されている。この用紙保持軸１１７とプラテン１
１８と後述するラベル剥離部１２１と台紙巻取軸１１９とによって、プリンタユニット１
０５には、用紙保持軸１１７から台紙巻取軸１１９に至るラベル用紙１１２の案内経路１
２２が形成される。
【００１７】
　プリンタユニット１０５は、ラベル剥離部１２１を有している。このラベル剥離部１２
１は、案内経路１２２におけるプラテン１１８の搬送方向下流側であってラベル発行口１
０５ｂ近傍に配置されている。ラベル剥離部１２１は、Ｖ字形状の部材によって構成され
ている。ラベル剥離部１２１は、台紙１１４が搬送される過程で、ラベル１１３から離反
させる方向に台紙１１４を鋭角に屈曲させることにより印字済みのラベル１１３を台紙１
１４から剥離させる。詳しくは、ラベル剥離部１２１は、ラベル１１３が貼付された台紙
１１４の第１面（表面）の反対側の第２面（裏面）側に台紙１１４を鋭角に屈曲させて台
紙１１４からラベル１１３を剥離させる。そして、台紙１１４から剥離したラベル１１３
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は、ラベル発行口１０５ｂから発行される。ラベル１１３が剥離した台紙１１４は、台紙
巻取軸１１９により巻き取られる。なお、本実施形態では、ラベル１１３が剥離した台紙
１１４を台紙巻取軸１１９により巻き取っているが、台紙巻取軸１１９により巻き取らず
に、ラベル１１３が剥離した台紙１１４をラベルプリンタ１００の外部に排出しても良い
。
【００１８】
　用紙保持軸１１７は、上述のようにプリンタユニット１０５の側壁１２０に片持ち状態
で水平に維持され、ラベル用紙１１２の紙管１１５に挿入した状態でラベル用紙１１２を
保持する。すなわち、側壁１２０は、ラベル用紙１１２の一方の端面である第１端面１１
２ａを位置決めする基準面として機能する。また、用紙保持軸１１７は、この基準面とな
る側壁１２０による端面基準でロール状に巻回されたラベル用紙１１２を回転可能に保持
する用紙保持部として機能する。
【００１９】
　紙管１１５を挿入して用紙保持軸１１７に保持されたラベル用紙１１２は、側壁１２０
側（図２における奥側）ではなくその反対側（図２における手前側）を向いている第２端
面１１２ｂを、干渉体としての回動部材２０２に付勢され、ラベル用紙１１２の幅方向（
用紙保持軸１１７の軸心方向）に押し込まれる。一方、ラベル用紙１１２の第１端面１１
２ａは、基準面となる側壁１２０に当接する。このようにして、ラベル用紙１１２が側壁
１２０と回動部材２０２とに挟まれることで、案内経路１２２に沿って引き出される際に
幅方向に動こうとするロール紙の動きが規制される。
【００２０】
　回動部材２０２は、ロール紙保持機構２０１の一部をなすアーム主部２０３の先端に回
動部材用回動軸２０７を介して回動可能に取り付けられ、アーム主部２０３が回動しラベ
ル用紙１１２の第２端面１１２ｂに干渉することによって回転変位する。
【００２１】
　プラテン１１８は、案内経路１２２に対し下方に配置されている。このプラテン１１８
は、プラテン用モータ（図示せず）からギア列（図示せず）を介して駆動力を受けて回転
し、案内経路１２２上のラベル用紙１１２に搬送力を付与し、用紙保持軸１１７に保持さ
れたラベル用紙１１２を案内経路１２２に沿って引き出す。このように、プラテン１１８
とプラテン用モータとギア列とは、ラベル用紙１１２を引き出して案内経路１２２に沿っ
て搬送する搬送部として機能する。
【００２２】
　台紙巻取軸１１９は、巻取用モータ（図示せず）から側壁１２０の裏面側に配列されて
いるギア列（図示せず）を介して駆動力を受けて回転し、ラベル剥離部１２１を通過した
ラベル用紙１１２のうち台紙１１４のみを巻き取る。ラベル剥離部１２１および台紙巻取
軸１１９は、この台紙巻取軸１１９が台紙１１４を巻き取ってラベル剥離部１２１の部分
で台紙１１４を鋭角に屈曲させる位置にそれぞれ位置付けられている。
【００２３】
　ハウジング１０２の内部上方には、サーマルヘッド１２５が配置されている。このサー
マルヘッド１２５は、ライン型のサーマルプリントヘッドで、プリンタユニット１０５が
ハウジング１０２に収納された状態においてプラテン１１８と対向する位置に取り付けら
れている。サーマルヘッド１２５は、プラテン１１８とともに印字部１２６を構成する。
【００２４】
　また、プリンタユニット１０５は、カッタ１４０を有している。カッタ１４０は、案内
経路１２２において用紙保持軸１１７とプラテン１１８との間に配置されている。カッタ
１４０は、可動刃１４１と固定刃１４２と用紙支持部材１４３と、を有している。可動刃
１４１と固定刃１４２とは、それらの間に案内経路１２２が位置する配置で設けられてい
る。可動刃１４１は、鋸刃状の刃先を有している。可動刃１４１は、図示しない駆動モー
タの駆動力によって、固定刃に対して往復直線移動する。このカッタ１４０は、可動刃１
４１が駆動されることで、用紙支持部材１４３でラベル用紙１１３の裏面を支持しながら
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、可動刃１４１と固定刃１４２とによって、ラベル１１３にミシン目状の切り目を設ける
。このとき、可動刃１４１は、ラベル１１３を完全に切断しないように駆動される。詳し
くは、可動刃１４１は、初期位置から鋸刃状の刃先がラベル１１３にミシン目を設ける位
置まで駆動されると初期位置に戻される。
【００２５】
　また、ラベルプリンタ１００は、当該ラベルプリンタ１００の各部を駆動制御する制御
部（図示せず）を備えている。制御部は、ＣＰＵやＲＡＭ、ＲＯＭ、通信インタフェース
を有するコンピュータである。
【００２６】
　以上の構成のラベルプリンタ１００は、プラテンローラ１１８によってラベル用紙１１
３を引き出しながら搬送し、この搬送過程で、カッタ１４０によってラベル１１３に切り
込みを設けるとともに、サーマルヘッド１２５によって印字を行う。そして、ラベルプリ
ンタ１００は、ラベル剥離部１２１によって台紙１１４から剥離させたラベル１１３を、
ラベル発行口１０５ｂから発行する。
【００２７】
　次に、ラベルプリンタ１００によって発行されるラベル１１３について説明する。図３
は、本実施形態にかかるラベルの平面図、図４は、本実施形態にかかるラベルの底面図、
図５は、本実施形態にかかるラベルの分離シート部の使用例を示す図である。
【００２８】
　図３および図４に示すように、ラベル１１３は、基シート部１１３ａと分離シート部１
１３ｂとを備える。ラベル１１３は、その一面（裏面）に粘着領域を有し、他面（表面）
に商品情報を表示している。そして、本実施形態では、基シート部１１３ａの上方に分離
シート部１１３ｂが設けられている。商品情報は、物品としての商品に関する情報であり
物品情報に相当する。
【００２９】
　基シート部１１３ａは、その一面（裏面）１１３ｃに、粘着性を有して商品に粘着する
第１の粘着領域１１３ｄを有している。第１の粘着領域１１３ｄは、基シート部１１３ａ
の一面１１３ｃの略全域に設けられている。
【００３０】
　分離シート部１１３ｂは、第１の切断予定部１１３ｅを介して基シート部１１３ａに接
続されている。分離シート部１１３ｂは、その一面（裏面）１１３ｆに、粘着性を有する
第２の粘着領域１１３ｇを有している。分離シート部１１３ｂの一面１１３ｆは、基シー
ト部１１３ａの一面１１３ｃと同じ側の面である。この第２の粘着領域１１３ｇは、物体
に対して繰り返し貼り剥がし可能となっている。第２の粘着領域１１３ｇは、分離シート
部１１３ｂの一面１１３ｆの略全域に設けられている。第２の粘着領域１１３ｇの粘着力
は、第１の粘着領域１１３ｄの粘着力よりも弱い。このように、本実施形態のラベル１１
３には、粘着力が異なる複数の粘着領域が設けられているが、これは、ラベル用紙１１３
の製造時に、ラベル１１３の一面に粘着力が異なる粘着剤をそれらの粘着領域に応じて塗
布することで実現できる。
【００３１】
　基シート部１１３ａと分離シート部１１３ｂとは、それぞれの他面（表面）１１３ｌ，
１１３ｈに、商品情報１１３ｉ，１１３ｊを表示している。商品情報１１３ｉ，１１３ｊ
は、商品名、消費期限、生産地等を含んでいる。消費期限は、商品の品質に関する期限で
ある。図面では、商品名として「黒毛和牛ステーキ用」、消費期限として２００９年５月
２８日を示す「０９．５．２８」が例示されている。また、基シート部１１３ａが表示し
ている商品情報１１３ｉには、価格が含まれている。また、基シート部１１３ａには、コ
ードシンボルとしてのバーコード１１３ｋが表示されている。なお、分離シート部１１３
ｂが表示する商品情報１１３ｊは、商品の品質に関する期限と商品名との少なくとも一方
を含むものであれば良い。また、商品の品質に関する期限としては、消費期限に限ること
なく、賞味期限であっても良い。
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【００３２】
　第１の切断予定部１１３ｅには、相互に間隔をあけて一列に配置された複数の第１の切
り込み１１３ｍが形成されている。即ち、第１の切断予定部１１３ｅには、ミシン目状に
第１の切り込み１１３ｍが形成されている。なお、第１の切断予定部１１３ｅは、上記の
形態に限られることはなく、例えば、ラベル１１３の基シート部１１３ａと分離シート部
１１３ｂの幅方向の一端のみが接続されて形成されたものであっても良い。または、ラベ
ル１１３の基シート部１１３ａと分離シート部１１３ｂの幅方向の両端部が接続され、両
端部以外は切り込みが形成されたものであっても良い。第１の切断予定部１１３ｅは、基
シート部１１３ａと分離シート部１１３ｂとの境界部を示しているとともに、切断可能と
なっている。
【００３３】
　以上の構成のラベル１１３は、例えば店舗にて、作業者によって商品に貼付される。商
品は、例えば、物品本体としての商品本体３０１（本実施形態では肉、図５参照）をトレ
イ（図示せず）に盛ってラップ（図示せず）で包装した商品である。この際、作業者は、
基シート部１１３ａの第１の粘着領域１１３ｄを商品に貼る。分離シート部１１３ｂの第
２の粘着領域１１３ｇは、商品に貼っても良いし貼らなくても良い。このようにして商品
に貼られたラベル１１３は、第１の切断予定部１１３ｅを切断することによって基シート
部１１３ａから分離シート部１１３ｂを分離することができる。なお、分離シート部１１
３ｂの第２の粘着領域１１３ｇが商品に貼られていた場合であっても、第２の粘着領域１
１３ｇの粘着力が基シート部１１３ａの粘着力よりも弱いので、第２の粘着領域１１３ｇ
の粘着力が基シート部１１３ａの粘着力と同じ又はそれ以上の構成に比べて、分離シート
部１１３ｂを商品から比較的に容易に剥がすことができる。このように商品から基シート
部１１３ａから分離シート部１１３ｂを分離させることができるので、客は、購入したラ
ベル付きの商品から商品本体３０１（図５）を取り出し、ビニール袋４００にその商品本
体３０１を詰め替える際、そのビニール袋４００に分離シート部１１３ｂを貼ることがで
きる。
【００３４】
　以上説明したとおり、本実施形態にかかるラベル１１３は、商品に粘着する第１の粘着
領域を有する基シート部１１３ａと、第１の切り込み１１３ｍが形成された第１の切断予
定部１１３ｅを介して基シート部１１３ａに接続され、商品情報１１３ｊを表示している
分離シート部１１３ｂと、を備える。したがって、商品本体３０１が詰め替えられた入れ
物（本実施形態では、ビニール袋４００）に、基シート部１１３ａから分離させた分離シ
ート部１１３ｂを貼付することができる。よって、本実施形態にかかるラベル１１３によ
れば、ビニール袋４００等の入れ物に詰め替えられた商品本体３０１の商品名や消費期限
が分からなくなってしまうことを抑制することができる。
【００３５】
　次に、本実施形態の変形例にかかるラベルを説明する。
【００３６】
　図６は、本実施形態の第１の変形例にかかるラベルの平面図である。第１の変形例にか
かるラベル１１３Ａは、分離シート部１１３ｂが基シート部１１３ａの下方に配置されて
いる点がラベル１１３に対して異なる。
【００３７】
　図７は、本実施形態の第２の変形例にかかるラベルの平面図、図８は、本実施形態の第
２の変形例にかかるラベルの底面図である。第２の変形例にかかるラベル１１３Ｂは、分
離シート部１１３ｂが基シート部１１３ａの一側方に配置されている点がラベル１１３に
対して異なる。また、分離シート部１１３ｂにおいて情報を示しているテキストの向きが
、基シート部１１３ａにおいて情報を表示しているテキストの向きに対して９０度回転し
た向きとなっている。
【００３８】
　図９は、本実施形態の第３の変形例にかかるラベルの平面図である。第３の変形例にか
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かるラベル１１３Ｃでは、商品名および消費期限が分離シート部１１３ｂにのみ表示され
、基シート部１１３ａには商品名および消費期限が表示されていない。
【００３９】
　以上説明した第１ないし第３の変形例にかかるラベル１１３Ａ，１１３Ｂ，１１３Ｃに
あっても、分離シート部１１３ｂが基シート部１１３ａから分離可能であるので、ラベル
１１３と同様に、ビニール袋４００の入れ物に詰め替えられた商品本体３０１の商品名や
消費期限が分からなくなってしまうことを抑制することができる。
【００４０】
［第２の実施形態］
　次に、第２の実施形態を説明する。
【００４１】
　図１０は、本実施形態にかかるラベルの底面図である。本実施形態にかかるラベル１１
３Ｄは、図１０に示すように、分離シート部１１３ｂが、第２の粘着領域１１３の粘着よ
りも粘着力が強い第３の粘着領域１１３ｎを当該分離シート部１１３ｂの一面１１３ｆに
有する点がラベル１１３に対して異なる。第３の粘着領域１１３ｎの粘着力は、基シート
部１１３ａの第１の粘着領域１１３ｄの粘着力と同じである。
【００４２】
　このようなラベル１１３Ｄは、例えばラベル１１３Ｄの一面（裏面）の全体Ｂが商品に
貼付される。この場合、第３の粘着領域１１３ｎが、第２の粘着領域１１３ｇよりも粘着
力が強いので、分離シート部１１３ｂを商品に安定的に貼り付けることができる。
【００４３】
　以上説明した本実施形態にかかるラベル１１３Ｄにあっても、分離シート部１１３ｂが
基シート部１１３ａから分離可能であるので、ラベル１１３と同様に、ビニール袋４００
等の入れ物に詰め替えられた商品本体３０１の商品名や消費期限が分からなくなってしま
うことを抑制することができる。
【００４４】
［第３の実施形態］
　次に、第３の実施形態を説明する。
【００４５】
　図１１は、本実施形態にかかるラベルの平面図、図１２は、本実施形態にかかるラベル
の底面図である。本実施形態は、図１１および図１２に示すように、ラベル１１３Ｅの分
離シート部１１３ｂが、第２の粘着領域１１３ｇを有する第１のシート部１１３ｐと、非
粘着性の第２のシート部１１３ｒと、を備えている点が、第１の実施形態に対して異なる
。
【００４６】
　第１のシート部１１３ｐは、第１の切断予定部１１３ｅを介して基シート部１１３ａに
接続している。
【００４７】
　第２のシート部１１３ｒは、粘着領域を有していない。第２のシート部１１３ｒは、第
２の切断予定部１１３ｑを介して第１のシート部１１３ｐに接続している。
【００４８】
　第２の切断予定部１１３ｑには、相互に間隔をあけて一列に配置された複数の第２の切
り込み１１３ｓが形成されている。即ち、第２の切断予定部１１３ｑには、ミシン目状に
第２の切り込み１１３ｓが形成されている。これにより、第２の切断予定部１１３ｑは、
第１のシート部１１３ｐと第２のシート部１１３ｒとの境界部を示しているとともに、切
断可能となっている。
【００４９】
　以上説明したラベル１１３Ｅにあっては、第１の切断予定部１１３ｅを切断して基シー
ト部１１３ａから分離シート部１１３ｂを分離することができる。この場合、基シート部
１１３ａから分離させた分離シート部１１３ｂに第２の粘着領域１１３ｇが存在するので
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、第２の粘着領域１１３ｇによって分離シート部１１３ｂをビニール袋４００に貼付する
ことができる。また、ラベル１１３Ｅにあっては、第２の切断予定部１１３ｑを切断して
分離シート部１１３ｂにおいて第２のシート部１１３ｒだけを基シート部１１３ａから分
離することができる。この場合には、基シート部１１３ａから分離させた分離シート部１
１３ｂの第２のシート部１１３ｒには粘着領域が存在しないので、例えば名札入れ部付き
の容器の名札入れ部に容易にシート部１１３ｒを挿入することができる。
【００５０】
　以上説明した本実施形態にかかるラベル１１３Ｅにあっても、分離シート部１１３ｂが
基シート部１１３ａから分離可能であるので、ラベル１１３と同様に、ビニール袋４００
等の入れ物に詰め替えられた商品本体３０１の商品名や消費期限が分からなくなってしま
うことを抑制することができる。
【００５１】
［第４の実施形態］
　次に、第４の実施形態を説明する。
【００５２】
　図１３は、本実施形態にかかるラベルの平面図、図１４は、本実施形態にかかるラベル
の側面図である。本実施形態は、図１３および図１４に示すように、ラベル１１３Ｆにお
いて、基シート部１１３ａに分離シート部１１３ｂが積層されている点が第１の実施形態
に対して異なる。
【００５３】
　基シート部１１３ａは、商品に粘着する第１の粘着領域１１３ｄを一面（裏面）１１３
ｃに有している。基シート部１１３ａは、商品情報は表示していない。
【００５４】
　分離シート部１１３ｂは、一面（表面）１１３ｈに商品情報１１３ｊを表示している。
また、分離シート部１１３ｂは、一面にバーコード１１３ｋを表示している。分離シート
部１１３ｂは、基シート部１１３ａの他面（表面）１１３ｌに粘着した第２の粘着領域１
１３ｇを一面１１３ｆに有している。分離シート部１１３ｂは、基シート部１１３ａの他
面１１３ｌに剥がし可能に積層状態で粘着している。本実施形態では、分離シート部１１
３ｂと基シート部１１３ａとの境界部は、それらの間に形成された線１１３ｔによって構
成されている。
【００５５】
　このような構成のラベル１１３Ｆにあっては、分離シート部１１３ｂは、基シート部１
１３ａから剥がされた後、ビニール袋４００等に貼付される。
【００５６】
　以上説明した本実施形態にかかるラベル１１３Ｆにあっても、分離シート部１１３ｂが
基シート部１１３ａから分離可能であるので、ラベル１１３と同様に、ビニール袋４００
等の入れ物に詰め替えられた商品本体３０１の商品名や消費期限が分からなくなってしま
うことを抑制することができる。
【００５７】
　なお、本発明は、上記各実施形態に限ることなく本発明の要旨を逸脱しない範囲で他の
実施形態を各種採用することができる。例えば、基シート部１１３ａや分離シート部１１
３ｂは、その一面１１３ｃ，１１３ｆの一部が非粘着性の非粘着領域となっていても良い
。
【００５８】
　また、第１ないし第３の実施形態のラベル１１３，１１３Ａ～１１３Ｅにおいては、分
離シート部１１３ｂは、粘着領域（第２の粘着領域１１３ｇ、第３の粘着領域１１３ｎ）
を有さずに、非粘着性のものであっても良い。この場合に、基シート部１１３ａから分離
させた分離シート部１１３ｂをビニール袋４００等に入れ物に貼付するには、客は、接着
テープなどの貼り付け手段によって貼付すれば良い。
【００５９】
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【００６０】
　以上説明したとおり、上記各実施形態にかかるラベル１１３，１１３Ａ～１１３Ｆおよ
びラベルプリンタ１００によれば、ビニール袋４００等の入れ物に詰め替えられた商品本
体３０１の商品名や消費期限が分からなくなってしまうことを抑制することができる。
【符号の説明】
【００６１】
　１００…ラベルプリンタ
　１１３，１１３Ａ～１１３Ｆ…ラベル
　１１３ａ…基シート部
　１１３ｂ…分離シート部
　１１３ｃ…基シート部の一面
　１１３ｄ…第１の粘着領域
　１１３ｅ…第１の切断予定部
　１１３ｆ…分離シート部の一面
　１１３ｌ…基シート部１１３ａの他面
　１１３ｇ…第２の粘着領域
　１１３ｈ…分離シート部の他面
　１１３ｊ…商品情報（物品情報）
　１１３ｍ…第１の切り込み
　１１３ｐ…第１のシート部
　１１３ｑ…第２の切断予定部
　１１３ｒ…第２のシート部
　１１３ｓ…第２の切り込み
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６２】
【特許文献１】特開平１１－２５８９９６号公報



(11) JP 2012-123267 A 2012.6.28

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(12) JP 2012-123267 A 2012.6.28

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(13) JP 2012-123267 A 2012.6.28

【図１３】

【図１４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

