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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラベル基材と、
　ラベル基材の面内に形成された複数の切断線集合単位と、を有し、
　前記切断線集合単位のそれぞれが、
　横方向に延設された第１横切断線と、
　前記第１横切断線よりも上方から右下斜めに延設され、且つ第１横切断線の一部分に連
設された第１斜め切断線と、
　前記第１横切断線よりも下方に配置され、且つ横方向に延設された第２横切断線と、
　前記第２横切断線の一部分から右上斜めに延設され、且つ前記第１横切断線に連設され
た第２斜め切断線と、を有し、
　前記第１横切断線、第２横切断線、第１斜め切断線及び第２斜め切断線が、それぞれ独
立して、ミシン目線又は切込み線からなり、
　前記各切断線集合単位が、互いに交わることなく横方向に配置され、
　前記切断線集合単位の第１横切断線の右端部とそれに隣接する切断線集合単位の第１横
切断線の左端部との間隔が、１．５ｍｍ～５ｍｍであり、前記切断線集合単位の第２横切
断線の右端部とそれに隣接する切断線集合単位の第２横切断線の左端部との間隔が、１．
５ｍｍ～５ｍｍである、封緘ラベル。
【請求項２】
　前記第１斜め切断線及び第２斜め切断線が、いずれもミシン目線からなる、請求項１に
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記載の封緘ラベル。
【請求項３】
　前記切断線集合単位が、前記第１横切断線よりも上方に配置され、且つ横方向に延設さ
れた第３横切断線をさらに有し、
　前記第３横切断線が、ミシン目線又は切込み線からなり、
　前記第１斜め切断線が、前記第３横切断線の一部分から右下斜めに延設され、且つ前記
第１横切断線の一部分に連設されており、
　前記切断線集合単位の第３横切断線の右端部とそれに隣接する切断線集合単位の第３横
切断線の左端部との間隔が、２ｍｍ～６ｍｍである、請求項１または２に記載の封緘ラベ
ル。
【請求項４】
　前記第１斜め切断線が、前記第１横切断線の右端部又は左端部の何れか一方に連設され
、
　前記第２斜め切断線が、前記第１横切断線の右端部又は左端部の何れか一方に連設され
ている、請求項３に記載の封緘ラベル。
【請求項５】
　前記第１斜め切断線及び第２斜め切断線が、それぞれ前記第１横切断線の左端部に連設
されている、請求項３または４に記載の封緘ラベル。
【請求項６】
　前記切断線集合単位の第１横切断線の右端部とそれに隣接する切断線集合単位の第１横
切断線の左端部との間隔が、前記切断線集合単位の第２横切断線の右端部とそれに隣接す
る切断線集合単位の第２横切断線の左端部との間隔よりも大きい、請求項１乃至５のいず
れか一項に記載の封緘ラベル。
【請求項７】
　前記切断線集合単位の第１横切断線の右端部とそれに隣接する切断線集合単位の第１横
切断線の左端部との間隔が、前記切断線集合単位の第２横切断線の右端部とそれに隣接す
る切断線集合単位の第２横切断線の左端部との間隔よりも大きく、
　前記切断線集合単位の第３横切断線の右端部とそれに隣接する切断線集合単位の第３横
切断線の左端部との間隔が、前記切断線集合単位の第１横切断線の右端部とそれに隣接す
る切断線集合単位の第１横切断線の左端部との間隔よりも大きい、請求項３乃至５のいず
れか一項に記載の封緘ラベル。
【請求項８】
　容器本体と、前記容器本体に着脱可能に取り付けられたキャップ部であって、容器本体
に取り付けられた状態で時計回り及び反時計回りの何れの方向にも回転させることができ
るキャップ部と、を有する容器と、
　横方向を周方向として前記容器本体とキャップ部に跨がって巻き付けて装着されている
封緘ラベルと、を有し、
　前記封緘ラベルが、ラベル基材と、ラベル基材の面内に形成された複数の切断線集合単
位と、を有し、
　前記切断線集合単位のそれぞれが、
　横方向に延設された第１横切断線と、
　前記第１横切断線よりも上方から右下斜めに延設され、且つ第１横切断線の一部分に連
設された第１斜め切断線と、
　前記第１横切断線よりも下方に配置され、且つ横方向に延設された第２横切断線と、
　前記第２横切断線の一部分から右上斜めに延設され、且つ前記第１横切断線に連設され
た第２斜め切断線と、を有し、
　前記第１横切断線、第２横切断線、第１斜め切断線及び第２斜め切断線が、それぞれ独
立して、ミシン目線又は切込み線からなり、
　前記各切断線集合単位が、前記キャップ部を時計回り及び反時計回りの何れの方向に回
転させても封緘ラベルに複数の小片が生じるように互いに交わることなく横方向に配置さ
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れている、包装体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器本体とキャップ部に跨って装着される封緘ラベル及びその封緘ラベルを
備える包装体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、容器本体とキャップ部を有する容器について、キャップ部が未開封であることを
保証するため、容器本体とキャップ部に跨って封緘ラベルが装着されている。
　例えば、容器の１種であるプレフィルドシリンジは、薬液が充填されたシリンジ本体と
、薬液注出部（注射針装着部）に取り付けられたキャップ部と、を有し、封緘ラベルは、
シリンジ本体とキャップ部に跨がって装着される。かかるプレフィルドシリンジにおいて
は、充填物が薬剤であり且つ火急を要する場合がある医療現場で使用されるものであると
いう特質上、それが開封済みであるのか或いは未開封であるかの証明を外見上容易に判別
できるような封緘ラベルを使用することが求められる。
【０００３】
　特許文献１には、キャップ部の周方向に沿って間欠的に形成された複数の第１切り込み
線６１ａ，６１ｂと、第１切り込み線に対し１０～７０°の傾斜角度で、第１切り込み線
の全部または一部から離間する方向に向かって延在し、隣接する２本の第１切り込み線の
うちの一方につながっている第２切り込み線６２と、第１切り込み線と離間した位置に、
前記第１切り込み線と平行に形成され、かつ、その端部近傍において第２切り込み線の端
部近傍につながっている第３切り込み線６３と、第３切り込み線の近傍に、第３切り込み
線と離間して形成され、且つ第３切り込み線と同じ方向に延在する第４切り込み線６４と
、を有する破断部が形成された封緘ラベルが開示されている。
　この封緘ラベルが装着されたプレフィルドシリンジを開封すべく、キャップ部を反時計
回りに回転させると、封緘ラベルが分断されると共に、第１切り込み線から第４切り込み
線までがつながり（連続した１つの切り込みとなり）、長尺な小片が生じる。この複数の
小片は花びらのように突出するので、開封済みであることを外見上容易に判別できる。
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の封緘ラベルは、キャップ部を反時計回り（１つの方向）に
回転させたときに上述の複数の小片が生じるが、キャップ部をそれとは反対に回転させた
ときには、複数の小片が生じない。つまり、特許文献１の封緘ラベルは、反時計回りに回
転させて開封するタイプのキャップ部を有するプレフィルドシリンジに対して、開封証明
機能を発揮するが、それとは反対の方向に回転させて開封するキャップ部に対しては開封
証明機能を発揮しないという問題点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５４３０１９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、時計回り及び反時計回りの何れの方向に回転させても開封できるキャ
ップ部を有する容器に対しても、その開封の有無を外見上容易に判別できる封緘ラベル及
び包装体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の封緘ラベルは、ラベル基材と、ラベル基材の面内に形成された複数の切断線集
合単位と、を有し、前記切断線集合単位のそれぞれが、横方向に延設された第１横切断線
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と、前記第１横切断線よりも上方から右下斜めに延設され、且つ第１横切断線の一部分に
連設された第１斜め切断線と、前記第１横切断線よりも下方に配置され、且つ横方向に延
設された第２横切断線と、前記第２横切断線の一部分から右上斜めに延設され、且つ前記
第１横切断線に連設された第２斜め切断線と、を有し、前記第１横切断線、第２横切断線
、第１斜め切断線及び第２斜め切断線が、それぞれ独立して、ミシン目線又は切込み線か
らなり、前記各切断線集合単位が、互いに交わることなく横方向に配置され、前記切断線
集合単位の第１横切断線の右端部とそれに隣接する切断線集合単位の第１横切断線の左端
部との間隔が、１．５ｍｍ～５ｍｍであり、前記切断線集合単位の第２横切断線の右端部
とそれに隣接する切断線集合単位の第２横切断線の左端部との間隔が、１．５ｍｍ～５ｍ
ｍである。
【０００８】
　本発明の好ましい封緘ラベルは、前記第１斜め切断線及び第２斜め切断線が、いずれも
ミシン目線からなる。
　本発明の好ましい封緘ラベルは、前記切断線集合単位が、前記第１横切断線よりも上方
に配置され、且つ横方向に延設された第３横切断線をさらに有し、前記第３横切断線が、
ミシン目線又は切込み線からなり、前記第１斜め切断線が、前記第３横切断線の一部分か
ら右下斜めに延設され、且つ前記第１横切断線の一部分に連設されており、前記切断線集
合単位の第３横切断線の右端部とそれに隣接する切断線集合単位の第３横切断線の左端部
との間隔が、２ｍｍ～６ｍｍである。
　本発明の好ましい封緘ラベルは、前記第１斜め切断線が、前記第１横切断線の右端部又
は左端部の何れか一方に連設され、前記第２斜め切断線が、前記第１横切断線の右端部又
は左端部の何れか一方に連設されている。
　本発明の好ましい封緘ラベルは、前記第１斜め切断線及び第２斜め切断線が、それぞれ
前記第１横切断線の左端部に連設されている。
　本発明の好ましい封緘ラベルは、前記切断線集合単位の第１横切断線の右端部とそれに
隣接する切断線集合単位の第１横切断線の左端部との間隔が、前記切断線集合単位の第２
横切断線の右端部とそれに隣接する切断線集合単位の第２横切断線の左端部との間隔より
も大きい。
　本発明の好ましい封緘ラベルは、前記切断線集合単位の第１横切断線の右端部とそれに
隣接する切断線集合単位の第１横切断線の左端部との間隔が、前記切断線集合単位の第２
横切断線の右端部とそれに隣接する切断線集合単位の第２横切断線の左端部との間隔より
も大きく、前記切断線集合単位の第３横切断線の右端部とそれに隣接する切断線集合単位
の第３横切断線の左端部との間隔が、前記切断線集合単位の第１横切断線の右端部とそれ
に隣接する切断線集合単位の第１横切断線の左端部との間隔よりも大きい。
【０００９】
　本発明の別の局面によれば、包装体を提供する。
　本発明の包装体は、容器本体と、前記容器本体に着脱可能に取り付けられたキャップ部
であって、容器本体に取り付けられた状態で時計回り及び反時計回りの何れの方向にも回
転させることができるキャップ部と、を有する容器と、横方向を周方向として前記容器本
体とキャップ部に跨がって巻き付けて装着されている封緘ラベルと、を有し、前記封緘ラ
ベルが、ラベル基材と、ラベル基材の面内に形成された複数の切断線集合単位と、を有し
、前記切断線集合単位のそれぞれが、横方向に延設された第１横切断線と、前記第１横切
断線よりも上方から右下斜めに延設され、且つ第１横切断線の一部分に連設された第１斜
め切断線と、前記第１横切断線よりも下方に配置され、且つ横方向に延設された第２横切
断線と、前記第２横切断線の一部分から右上斜めに延設され、且つ前記第１横切断線に連
設された第２斜め切断線と、を有し、前記第１横切断線、第２横切断線、第１斜め切断線
及び第２斜め切断線が、それぞれ独立して、ミシン目線又は切込み線からなり、前記各切
断線集合単位が、前記キャップ部を時計回り及び反時計回りの何れの方向に回転させても
封緘ラベルに複数の小片が生じるように互いに交わることなく横方向に配置されている。
【発明の効果】
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【００１０】
　本発明の封緘ラベルは、キャップ部と容器本体に跨がって装着されて使用される。本発
明の封緘ラベルが容器に装着された包装体は、キャップ部を時計回り及び反時計回りの何
れの方向に回転させても、封緘ラベルに複数の小片が生じるので、開封の有無を外見上容
易に判別できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態に係る封緘ラベルを表面側から見た平面図。
【図２】同封緘ラベルを裏面側から見た平面図。なお、接着部が設けられた範囲に、無数
のドットを付加している。
【図３】同封緘ラベルの切断線集合単位が形成された部分を拡大した要部拡大平面図（図
１の要部拡大平面図）。
【図４】プレフィルドシリンジの正面図。
【図５】封緘ラベルをプレフィルドシリンジに装着する途中を示す背面図。
【図６】封緘ラベルをプレフィルドシリンジに装着して得られた包装体の背面図。
【図７】同包装体の正面図。
【図８】包装体のキャップ部を反時計回りに回転させたときの状態を示す要部拡大正面図
。
【図９】包装体のキャップ部を時計回りに回転させたときの状態を示す要部拡大正面図。
【図１０】第２実施形態に係る封緘ラベルの切断線集合単位が形成された部分を拡大した
要部拡大平面図。
【図１１】第３実施形態に係る封緘ラベルの切断線集合単位が形成された部分を拡大した
要部拡大平面図。
【図１２】第４実施形態に係る封緘ラベルの切断線集合単位が形成された部分を拡大した
要部拡大平面図。
【図１３】第５実施形態に係る封緘ラベルを表面側から見た平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
　なお、各部の用語の頭に、第１、第２などを付す場合があるが、この第１などは、用語
を区別するために付加されたものであり、各部の優劣、順序などを意味しない。
　また、方向性を示す用語として、封緘ラベルの「横方向」は、封緘ラベルを容器に装着
する際に周方向となる方向であり、「左」は、前記横方向の一方側を（図示したときに紙
面に向かって左側）、「右」は、前記横方向の一方側の反対側を（図示したときに紙面に
向かって右側）、「上」は、前記横方向を水平方向と平行にしたときに天側を（図示した
ときに紙面に向かって上側）、「下」は、前記上とは反対側をいう（図示したときに紙面
に向かって下側）。
　本明細書において、「ＡＡＡ～ＢＢＢ」という表記は、「ＡＡＡ以上ＢＢＢ以下」を意
味する。
【００１３】
［第１実施形態の封緘ラベル］
　図１乃至図３において、封緘ラベル１は、ラベル基材２と、ラベル基材２の面内に形成
された複数の切断線集合単位３と、を有する。
　ラベル基材２は、例えば、シート材を所要形状に形成したものである。ラベル基材２の
平面視形状は、特に限定されず、図示例では、略長方形状（又は略正方形状）に形成され
ている。
　ラベル基材２を構成するシート材としては、特に限定されず、紙、合成紙、合成樹脂シ
ート、金属蒸着シート、これらの積層シートなどが挙げられる。ラベル基材２は、熱収縮
性を有するもの（熱収縮性シート）を用いてもよく、熱収縮性を実質的に有さないもの（
非熱収縮性シート）を用いてもよい。前記熱収縮性は、所要温度（例えば、７０℃～１０
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０℃）に加熱されると、外見上明らかに収縮する性質をいう。好ましくは、ラベル基材２
として、熱収縮性シートが用いられる。この熱収縮性を有するラベル基材２は、所要温度
で横方向（封緘ラベルが容器に装着された状態に於いて、容器の周方向）に熱収縮しうる
。
　前記熱収縮性シートとしては、特に限定されず、例えば、ポリスチレンなどのスチレン
系樹脂；ポリエチレンテレフタレート、ポリ乳酸などのポリエステル系樹脂；ポリプロピ
レン、環状オレフィンなどのオレフィン系樹脂；ポリカーボネート系樹脂；塩化ビニル系
樹脂などの熱可塑性樹脂から選ばれる１種単独、又は２種以上の混合物を含むフィルムを
用いることができる。また、熱収縮性シートとして、熱収縮性を有する２種以上のフィル
ムが積層された積層フィルムや、金属蒸着層などの非熱収縮層が熱収縮性を有するフィル
ムに積層された積層フィルムを用いることもできる。熱収縮性フィルムは、公知の製法で
製膜し延伸し、熱エージング処理をすることによって得ることができる。
　前記熱収縮性フィルムの厚みは、特に限定されないが、例えば２０μｍ～８０μｍ、更
に、２０μｍ～６０μｍ程度のものを用いることができる。
【００１４】
　１つの切断線集合単位３は、配置及び方向が異なる複数の切断線から構成された切断線
群である。ラベル基材２には、この切断線集合単位３の複数が、互いに交わることなく横
方向に配置されている。
　ここで、本明細書において、「切断線」は、ミシン目線又は切込み線という意味である
。また、本明細書において、「ミシン目線」は、ラベル基材２の表裏面に貫通する貫通孔
部の複数（複数は、２個以上という意味である）が１つの方向に延びるように断続的に形
成されたものであり、「切込み線」は、ラベル基材２の表裏面に貫通する１つの貫通孔部
であって、１つの方向に延びる線状貫通孔部からなる。
　なお、断続的に複数の貫通孔部を有するミシン目線は、隣接する貫通孔部の間に非貫通
部（貫通処理のなされていないラベル基材部分）が存在する。１つの貫通孔部の長さ及び
非貫通部の長さは、それぞれ特に限定されず、適宜設定できる。また、１つの貫通孔部の
正面視形状は、細長い直線状、針穴状（円形孔又は楕円形孔）などが挙げられる。
【００１５】
　第１実施形態では、１つの切断線集合単位３は、５つの切断線から構成されている。こ
のうち３つの切断線３１，３２，３３は、ラベル基材２の横方向に延設され、２つの切断
線３４，３５は、前記横方向に対して傾斜状に延設されている。
　具体的には、切断線集合単位３は、横方向に延設された第１横切断線３１と、第１横切
断線３１よりも下方に配置され且つ横方向に延設された第２横切断線３２と、第１横切断
線３１よりも上方に配置され且つ横方向に延設された第３横切断線３３と、第１横切断線
３１及び第３横切断線３３に連設され且つ第３横切断線３３の一部分から右下斜めに延設
された第１斜め切断線３４と、第１横切断線３１及び第２横切断線３２に連設され且つ第
２横切断線３２の一部分から右上斜めに延設された第２斜め切断線３５と、を有する。な
お、連設されているとは、２つの切断線が絶えることなく連設部分で繋がっていることを
意味する。前記連設部分で繋がっているとは、１つの切断線の貫通孔部ともう１つの貫通
孔部が連続している場合、１つの切断線の貫通孔部ともう１つの切断線の非貫通部が連続
している場合、又は、１つの切断線の非貫通部ともう１つの切断線の非貫通部が連続して
いる場合などが挙げられる。
【００１６】
　第１横切断線３１、第２横切断線３２、第３横切断線３３、第１斜め切断線３４及び第
２斜め切断線３５は、それぞれ独立して、ミシン目線又は切込み線からなる。
　好ましくは、第１横切断線３１、第２横切断線３２及び第３横切断線３３から選ばれる
少なくとも１つはミシン目線からなり、より好ましくは、第２横切断線３２及び第３横切
断線３３は少なくともミシン目線からなり、さらに好ましくは、第１横切断線３１、第２
横切断線３２及び第３横切断線３３は何れもミシン目線からなる。
　また、好ましくは、前記第１斜め切断線３４及び第２斜め切断線３５の何れか一方は、
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ミシン目線からなり、何れか他方は切込み線からなり、より好ましくは、前記第１斜め切
断線３４及び第２斜め切断線３５は、何れもミシン目線からなる。
　図１乃至図３では、第１横切断線３１、第２横切断線３２、第３横切断線３３、第１斜
め切断線３４及び第２斜め切断線３５として、何れもミシン目線が採用された場合を図示
している。
　第１横切断線３１、第２横切断線３２、第３横切断線３３、第１斜め切断線３４及び第
２斜め切断線３５を構成する各ミシン目線の貫通孔部及び非貫通部の長さは、特に限定さ
れず、これらのミシン目線の貫通孔部は、それぞれ独立して、例えば、０．１ｍｍ～３ｍ
ｍであり、好ましくは、０．２ｍｍ～２ｍｍであり、これらの非貫通部は、それぞれ独立
して、例えば、０．１ｍｍ～２ｍｍであり、好ましくは、０．１ｍｍ～１ｍｍである。こ
れらのミシン目線としては、細長い直線状の貫通孔部が断続的に形成されたミシン目線で
もよいが、好ましくは、マイクロミシン目が採用される。マイクロミシン目は、非常に小
さい針穴状の貫通孔部が非常に短い間隔で断続的に形成されたミシン目線であり、その貫
通孔部は、例えば、直径０．２ｍｍ～０．４ｍｍの針穴状で、非貫通部の長さは、例えば
、０．１ｍｍ～０．３ｍｍである。
【００１７】
　第１横切断線３１、第２横切断線３２、第３横切断線３３、第１斜め切断線３４及び第
２斜め切断線３５は、いずれも直線状に延設されている。
　第１横切断線３１、第２横切断線３２及び第３横切断線３３は、互いに平行であって横
方向に延びて設けられているが、上下の位置関係では、第２横切断線３２及び第３横切断
線３３は、第１横切断線３１を基準にして、第１横切断線３１よりも左側に位置ずれして
いる。詳しくは、図３に示すように、上下の位置関係において、第２横切断線３２の右端
部３２Ｒ及び第３横切断線３３の右端部３３Ｒは、上下の位置関係において、（第１横切
断線３１に重ならず）第１横切断線３１の左端部３１Ｌよりも左側に位置している。また
、第２横切断線３２の左端部３２Ｌは、上下の位置関係において、第３横切断線３３の左
端部３３Ｌよりも左側に位置している。第２横切断線３２の右端部３２Ｒと第３横切断線
３３の右端部３３Ｒは、上下の位置関係において、左右に位置ずれしていてもよいが、図
示例では、第２横切断線３２の右端部３２Ｒと第３横切断線３３の右端部３３Ｒは、上下
で一致している（換言すると、第２横切断線３２の右端部３２Ｒと第３横切断線３３の右
端部３３Ｒは、上下方向線上に位置している）。
【００１８】
　第１斜め切断線３４の左端部は、第３横切断線３３の右端部３３Ｒに連設され、第１斜
め切断線３４の右端部は、第１横切断線３１の左端部３１Ｌに連設されている。第１斜め
切断線３４は、第３横切断線３３の右端部３３Ｒから第１横切断線３１の左端部３１Ｌま
での間において右下斜めに直線状に延びて設けられている。横方向に対する第１斜め切断
線３４の傾斜角αは、鋭角であれば特に限定されないが、例えば、２０度～８０度であり
、好ましくは２５度～７０度である。
　第２斜め切断線３５の左端部は、第２横切断線３２の右端部３２Ｒに連設され、第２斜
め切断線３５の右端部は、第１横切断線３１の左端部３１Ｌに連設されている。第２斜め
切断線３５は、第２横切断線３２の右端部３２Ｒから第１横切断線３１の左端部３１Ｌま
での間において右上斜めに直線状に延びて設けられている。横方向に対する第２斜め切断
線３５の傾斜角βは、鋭角であれば特に限定されないが、例えば、２０度～８０度であり
、好ましくは２５度～７０度である。第１斜め切断線３４の前記傾斜角αと第２斜め切断
線３５の前記傾斜角βは、異なっていてもよく、又は同じであってもよい。好ましくは、
第１斜め切断線３４の傾斜角αと第２斜め切断線３５の傾斜角βは、両傾斜角の差の絶対
値が０～２０度であり、より好ましくは０～１０度である。
【００１９】
　第１横切断線３１の長さは、特に限定されず、例えば、５ｍｍ～１０ｍｍである。第２
横切断線３２の長さは、特に限定されず、例えば、５ｍｍ～１０ｍｍである。第３横切断
線３３の長さは、特に限定されず、例えば、２ｍｍ～１０ｍｍである。
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　第３横切断線３３の長さは、第１横切断線３１及び第２横切断線３２の長さよりも小さ
いことが好ましい。また、第１横切断線３１の長さは、第２横切断線３２の長さよりも小
さいことが好ましい。つまり、第２横切断線３２の長さ＞第１横切断線３１の長さ＞第３
横切断線３３の長さの関係を満たしていることが好ましい。
　なお、第１横切断線３１、第２横切断線３２及び第３横切断線３３の長さは、それぞれ
の切断線の左端部と右端部との間の長さをいう。
【００２０】
　前記切断線集合単位３は、その複数が横方向に並んで配置されている。各切断線集合単
位３は、隣接する単位が交わることなく配置されている。
　具体的には、複数の切断線集合単位３は、各第１横切断線３１が横方向線上に一致して
並んで配置されている。なお、各切断線集合単位３は、同じ向きで並んでいる（つまり、
各切断線集合単位３は、その第１斜め切断線３４及び第２斜め切断線３５の傾斜の向きが
同じである）。なお、各切断線集合単位３の第２横切断線３２及び第３横切断線３３も、
横方向線上に並んでいる。図示例では、切断線集合単位３が６箇所配置された場合を示し
ている。
【００２１】
　前記切断線集合単位３の第１横切断線３１、第２横切断線３２及び第３横切断線３３の
各右端部３１Ｒ，３２Ｒ，３３Ｒと、それに隣接する切断線集合単位３の第１横切断線３
１、第２横切断線３２及び第３横切断線３３の各左端部３１Ｌ，３２Ｌ，３３Ｌとは、交
わっておらず、前記各右端部３１Ｒ，３２Ｒ，３３Ｒと各左端部３１Ｌ，３２Ｌ，３３Ｌ
の間には、それぞれ切断線非形成領域を有する。なお、この切断線非形成領域は、切断線
の貫通孔部が形成されていないラベル基材部分である。
　切断線集合単位３の第１横切断線３１の右端部３１Ｒとそれに隣接する切断線集合単位
３の第１横切断線３１の左端部３１Ｌとの間隔（以下、第１横間隔という）、切断線集合
単位３の第２横切断線３２の右端部３２Ｒとそれに隣接する切断線集合単位３の第２横切
断線３２の左端部３２Ｌとの間隔（以下、第２横間隔という）、並びに、切断線集合単位
３の第３横切断線３３の右端部３３Ｒとそれに隣接する切断線集合単位３の第３横切断線
３３の左端部３３Ｌとの間隔（以下、第３横間隔という）は、それぞれ特に限定されない
。例えば、第１横間隔は、１．５ｍｍ～５ｍｍであり、第２横間隔は、１．５ｍｍ～５ｍ
ｍであり、第３横間隔は、２ｍｍ～６ｍｍである。
　好ましくは、第３横間隔は、第１横間隔及び第２横間隔よりも大きい。また、第２横間
隔は、第１横間隔及び第３横間隔よりも小さい。第３横間隔＞第１横間隔＞第２横間隔の
関係を満たしていることがより好ましい。この場合、第３横間隔と第１横間隔の差は、例
えば、１ｍｍ～３．５ｍｍであり、好ましくは、１ｍｍ～２．５ｍｍである。また、第１
横間隔と第２横間隔の差は、例えば、０．２ｍｍ～２．５ｍｍであり、好ましくは、０．
２ｍｍ～１．５ｍｍである。
　なお、第１横間隔、第２横間隔及び第３横間隔は、隣接する各切断線の右端部と左端部
の間の切断線非形成領域の長さとも言える。
【００２２】
　また、図１に示すように、ラベル基材２の横方向第１側部（図示上、右側部）には、切
断線集合単位３の第１横切断線３１の右端部に連設され且つ横方向に延設された第１切込
み線４１と、その第１切込み線４１から間隔を有して配置され且つ横方向に延設された第
２切込み線４２と、が形成されている。この第２切込み線４２は、ラベル基材２の第１側
部の縁にまで至らず、従って、第２切込み線４２の右端部と第１側部の縁の間には、非貫
通部Ｘが存在している。
　さらに、ラベル基材２の横方向第１側部には、切断線集合単位３の第２横切断線３２の
右端部３２Ｒから第２横間隔を有して横方向に延設された第４横切断線５４と、第４横切
断線５４から間隔を有して配置され且つ横方向に延設された第３切込み線４３と、その第
３切込み線４３から間隔を有して配置され且つ横方向に延設された第４切込み線４４と、
が形成されている。この第４横切断線５４は、切込み線又はミシン目線からなるが、好ま
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しくは、図示のようにミシン目線からなる。
　前記第１乃至第４切込み線４１，４２，４３，４４の長さは、特に限定されないが、そ
れぞれ独立して、例えば、０．２ｍｍ～４ｍｍである。
　また、前記第４切込み線４４は、ラベル基材２の第１側部の縁にまで至らず、従って、
第４切込み線４４の右端部と第１側部の縁の間には、非貫通部Ｘが存在している。
　前記第１側部における非貫通部Ｘの幅は、特に限定されず、例えば、０．２ｍｍ～１ｍ
ｍである。また、第１切込み線４１の右端部と第２切込み線４２の左端部の間の長さ、及
び、第３切込み線４３の右端部と第４切込み線４４の左端部の間の長さは、それぞれ独立
して、例えば、０．２ｍｍ～１ｍｍである。
【００２３】
　他方、ラベル基材２の横方向第２側部（図１の図示上、左側部）には、切断線集合単位
３の第１横切断線３１の左端部３１Ｌから第１横間隔を有して横方向に延設された第５横
切断線５５と、この第５横切断線５５の左端部に連設され且つ横方向に延設された第５切
込み線４５と、が形成されている。この第５切込み線４５は、ラベル基材２の第２側部の
縁にまで至って形成されている。
　さらに、ラベル基材２の横方向第２側部には、切断線集合単位３の第２横切断線３２の
左端部３２Ｌに連設され且つ横方向に延設された第６横切断線５６と、この第６横切断線
５６の左端部に連設され且つ横方向に延設された第６切込み線４６と、が形成されている
。この第６切込み線４６は、ラベル基材２の第２側部の縁にまで至って形成されている。
　前記第５横切断線５５及び第６切断線５６は、それぞれ独立して切込み線又はミシン目
線からなるが、好ましくは、図示のように何れもミシン目線からなる。
　前記第５切込み線４５の長さ及び第６切込み線４６の長さは、特に限定されないが、そ
れぞれ独立して、例えば、０．２ｍｍ～１ｍｍである。
【００２４】
　前記ラベル基材２の裏面には、図２に示すように、封緘ラベル１を容器に接着させるた
めの接着部６が形成されている。なお、図２において、接着部６が設けられた範囲を判り
易く図示するため、接着部６に無数のドットを付加している。
　ラベル基材２の裏面に設けられた接着部６は、ラベル基材２の裏面全体に設けられてお
らず、その一部の範囲に設けられている。接着部６は、切断線集合単位３が横方向に並ん
だ帯状領域を少なくとも除いて形成されることが好ましい。
　具体的には、接着部６は、図２に示すように、各切断線集合単位３の第２横切断線３２
よりも下方の領域、ラベル基材２の第２側部全体の帯状領域、及びラベル基材２の第１側
部のうち切断線集合単位３よりも上方の一部分の領域に設けられている。
　接着部６は、接着剤又は粘着剤が露出した部分である。接着部６は、ラベル基材２の裏
面のうち前記各領域に接着剤又は粘着剤を塗布することによって形成することができる。
或いは、接着部６は、ラベル基材２の裏面全体に接着剤又は粘着剤を塗布した後、接着部
６を設けたい領域を除いて、接着剤又は粘着剤の接着力を隠蔽する隠蔽剤を、その接着剤
又は粘着剤の表面に塗布することによって形成することもできる。
　前記接着剤又は粘着剤は、従来公知のものを用いることができる。例えば、感熱性接着
剤、感熱性粘着剤、感圧型粘着剤などが挙げられる。
　なお、前記接着部６を第１側部全体の帯状領域に設けてもよい。また、前記接着部６を
第３横切断線３３よりも上方の領域にも設けてもよい。この場合、その上方の領域の接着
部６は、部分的に（例えば、ドット状、格子状、千鳥状）に設けることが好ましい。
【００２５】
［容器］
　本発明の封緘ラベル１は、容器本体と容器本体に着脱可能に取り付けられたキャップ部
を有する容器の、容器本体とキャップ部に跨って装着される。本発明の封緘ラベル１は、
容器本体から外す際に、時計回り及び反時計回りの何れの方向に回転させても容器本体か
ら取り外すことができるキャップ部を有する容器に適用することが効果的である。なお、
反時計回り及び時計回りは、キャップ部の上方から見たときの方向である。
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　もっとも、本発明の封緘ラベル１は、前記何れか一方のみに回転させることよって容器
本体から外すことができるキャップ部を有する容器に装着してもよい。このような容器は
、例えば、キャップ部が容器本体に対してネジ螺合によって取り付けられる容器が挙げら
れる。
　容器は、特に限定されず、飲料や食品などが充填された容器、医薬品などが充填された
医療用容器などが挙げられる。
　医療用容器としては、特に限定されず、点眼薬が充填された点眼薬容器、ワクチンなど
が充填されたバイアル瓶、注射薬液などが充填されたプレフィルドシリンジなどが挙げら
れる。
【００２６】
　ここでは、本発明の封緘ラベル１がプレフィルドシリンジに装着される場合について、
具体的に説明する。
　プレフィルドシリンジ７は、図４に示すように、薬液が充填された容器本体７１と、容
器本体７１に着脱可能に取り付けられたキャップ部７２と、を有する。
　容器本体７１は、例えば内部に収納部が形成された筒状の胴部７１１と、この胴部７１
１の前方開口部を閉塞し且つキャップ部７２が嵌合される前方閉塞部７１２と、この前方
閉塞部７１２に形成され、且つ胴部７１１内部に連通する小径筒状部からなる薬液注出部
７１３と、胴部７１１の後方開口部の周囲から外側に突設された掛止部７１４と、後方開
口部から胴部７１１内に密封状に挿入されたゴム製の栓部７１５を有するプランジャー７
１６と、を有する。前記栓部７１５、胴部７１１及び前方閉塞部７１２によって囲われた
空間内に薬液が充填され、キャップ部７２を取り付けて薬液注出部７１３を封止すること
によって、薬液が容器本体７１内に封入されている。薬液注出部７１３は、使用時に注射
針が装着される注射針装着部である。
　前記胴部７１１、前方閉塞部７１２、掛止部７１４、プランジャー７１６及び薬液注出
部７１３の形成材料は、特に限定されず、それぞれ独立して、ポリエチレン、ポリプロピ
レン、環状ポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレートなどの合成樹脂、ガラスなどが
挙げられる。好ましくは、容器本体７１は、合成樹脂から形成される。
　また、前記胴部７１１、前方閉塞部７１２、掛止部７１４及び薬液注出部７１３は、そ
れら全てが一体的に成形されていてもよく、或いは、それぞれの部分が別個に又はこれら
から選ばれる２つ以上の部分と１つの部分が別個に成形され且つそれらが接着剤による接
着又は嵌合若しくはネジ螺合などの構造的結合方法によって組み立てられていてもよい。
【００２７】
　キャップ部７２は、前方閉塞部７１２の外周面に嵌合する内周面を有する。キャップ部
７２の内周面及び前方閉塞部７１２の外周面は、円筒状である。
　また、少なくとも封緘ラベル１が装着される部分において、キャップ部７２と容器本体
７１は、直胴状であることが好ましい。つまり、キャップ部７２の外周長と容器本体７１
の外周長は、同一又は異なっていてもよいが、キャップ部と容器本体に跨がって装着され
る封緘ラベルの当該装着される部分における、キャップ部７２と容器本体７１は、図示し
たように両者の外周長が同じであることが好ましい。
　キャップ部７２を前方閉塞部７１２に嵌め入れることにより、キャップ部７２は容器本
体に取り付けられ、キャップ部７２は、その前方閉塞部７１２に嵌合された状態で時計回
り又は反時計回りの何れの方向にも回転させることができる。キャップ部７２を時計回り
又は反時計回りの何れの方向に回転させながら引き抜くことにより、キャップ部７２を容
器本体７１の前方閉塞部７１２から外し、プレフィルドシリンジ７を開封できる。
【００２８】
　次に、封緘ラベル１をプレフィルドシリンジ７に装着する手順（包装体の製造手順）に
ついて説明する。
　封緘ラベル１は、例えば、セパレーター（図示せず）の上に仮貼付された状態で供給さ
れる。その封緘ラベル１をセパレーターから引き剥がす。例えば、封緘ラベル１の第１側
部の縁から封緘ラベル１を捲り、それをセパレーターから引き剥がす。上述のように、第
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２切込み線４２及び第４切込み線４４がラベル基材２の第１側部の縁にまで形成されてい
ないので、封緘ラベル１をセパレーターから引き剥がす際に、封緘ラベル１に不用意な亀
裂が生じることを防止できる。
　引き剥がした封緘ラベル１を、第２横切断線３２がキャップ部７２と容器本体７１の境
界部分Ｙと一致するように位置合わせ、又は、前記境界部分Ｙの上方部若しくは下方部に
対応するように位置合わせする。好ましくは、引き剥がした封緘ラベル１を、図５に示す
ように、第２横切断線３２がキャップ部７２と容器本体７１の境界部分Ｙの上方部に対応
するように位置合わせする。このように位置合わせしつつ、その第１側部の裏面を、接着
部６を介してキャップ部７２と容器本体７１に跨がって貼着する。次に、封緘ラベル１又
はプレフィルドシリンジ７を回転させて、封緘ラベル１をプレフィルドシリンジ７の周方
向に巻き付ける。そして、前記キャップ部７２と容器本体７１に跨がって貼着された封緘
ラベル１の第１側部の表面に、封緘ラベル１の第２側部を重ね合わせ、第２側部の裏面に
設けられた接着部６を介して、第２側部を第１側部の表面に貼着する（図６参照）。その
後、封緘ラベル１を加熱してラベル基材２を熱収縮させることによって、封緘ラベル１を
プレフィルドシリンジ７に十分に密着させる。
　このようにして封緘ラベル１を装着することにより、封緘ラベル１がその横方向を周方
向として前記容器本体７１とキャップ部７２に跨がって巻き付けて装着された包装体１０
が得られる。
　この包装体は、図６に示すように、第１側部と第２側部が重なって接合された部分にお
いて、第２切込み線４２と第５切込み線４５とが重なり且つ第４切込み線４４と第６切込
み線４６が重なっている。
　また、図７に示すように、プレフィルドシリンジ７の周方向に、複数の切断線集合単位
３が規則的に配置されている。
【００２９】
　この包装体のキャップ部７２を、そのキャップ部７２の軸を中心とする反時計回りに回
転させると、図８に示すように、各切断線集合単位３のミシン目線からなる第３横切断線
３３、第１斜め切断線３４及び第１横切断線３１が破断すると共に（なお、ミシン目線の
破断は、ミシン目線の貫通孔部の間の非貫通部が切れて各貫通孔部が繋がることである）
、切断線集合単位３の第１横切断線３１の右端部とこれに隣接する切断線集合単位３の第
１横切断線３１の左端部の間の切断線非形成領域が切れる。すると、各切断線集合単位３
の第１横切断線３１を結んだ線上において封緘ラベル１が上下に分断されると共に、各切
断線集合単位３の第１横切断線３１、第１斜め切断線３４及び第３横切断線３３にて囲わ
れた領域が小片Ａとなって無秩序に突出するようになる。
　このように各切断線集合単位３の第３横切断線３３、第１斜め切断線３４及び第１横切
断線３１が破断することは、次のような作用に基づくと推定される。
　すなわち、キャップ部７２を反時計回りに回転させると、封緘ラベル１のうち、切断線
集合単位３が並んだ帯状領域を基準にしてその上方領域が下方領域に対して反時計回りに
捩れるので（図示上、上方領域が右側へ捩れるので）、切断線集合単位３が並んだ前記帯
状領域内において、第１斜め切断線３４の延びる方向に対して交差する方向に引き裂き力
が加わる。前記引き裂き力の方向性から、第２斜め切断線３５よりも第１斜め切断線３４
の非貫通部が引き裂かれ易くなるので、第１斜め切断線３４が破断し、それに応じて第１
斜め切断線３４に連設された第１横切断線３１及び第３横切断線３３も破断する。また、
第１横間隔が第３横間隔よりも小さいので、第１横切断線３１の破断と共に、隣接する切
断線集合単位３の第１横切断線３１の間の切断線非形成領域も破断し、第１横切断線３１
を結んだ線上において封緘ラベル１が上下に分断されると推定される。
　なお、開封後、容器本体７１には封緘ラベル１の下方領域が残存するが、封緘ラベル１
の下方領域は第１横切断線３１を結んだ線状に綺麗に分断されるので、容器本体７１に残
存する封緘ラベル１の下方領域には小片等が生じず、その下方領域の上端である分断跡は
綺麗な線状となる。よって、キャップ部７２を取り外した後、プレフィルドシリンジ７を
使用しやすい。
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【００３０】
　一方、包装体のキャップ部７２を、そのキャップ部７２の軸を中心とする時計回りに回
転させると、図９に示すように、各切断線集合単位３のミシン目線からなる第２横切断線
３２、第２斜め切断線３５及び第１横切断線３１が破断すると共に、切断線集合単位３の
第２横切断線３２の右端部とこれに隣接する切断線集合単位３の第２横切断線３２の左端
部の間の切断線非形成領域が切れる。すると、各切断線集合単位３の第２横切断線３２を
結んだ線上において封緘ラベル１が上下に分断されると共に、各切断線集合単位３の第１
横切断線３１、第２斜め切断線３５及び第２横切断線３２にて囲われた領域が小片Ｂとな
って無秩序に突出するようになる。
　このように各切断線集合単位３の第２横切断線３２、第２斜め切断線３５及び第１横切
断線３１が破断することは、次のような作用に基づくと推定される。
　すなわち、キャップ部７２を時計回りに回転させると、封緘ラベル１のうち、切断線集
合単位３が並んだ帯状領域を基準にしてその上方領域が下方領域に対して時計回りに捩れ
るので（図示上、上方領域が左側へ捩れるので）、切断線集合単位３が並んだ前記帯状領
域内において、第２斜め切断線３５の延びる方向に対して交差する方向に引き裂き力が加
わる。前記引き裂き力の方向性から、第１斜め切断線３４よりも第２斜め切断線３５の非
貫通部が引き裂かれ易くなるので、第２斜め切断線３５が破断し、それに応じて第２斜め
切断線３５に連設された第１横切断線３１及び第２横切断線３２も破断する。また、第２
横間隔が第１横間隔よりも小さいので、第２横切断線３２の破断と共に、隣接する切断線
集合単位３の第２横切断線３２の間の切断線非形成領域も破断し、第２横切断線３２を結
んだ線上において封緘ラベル１が上下に分断されると推定される。
　なお、開封後、容器本体７１には封緘ラベル１の下方領域が残存するが、封緘ラベル１
の下方領域は第２横切断線３２を結んだ線状に綺麗に分断されるので、容器本体７１に残
存する封緘ラベル１の下方領域には小片等が生じず、その下方領域の上端である分断跡は
綺麗な線状となる。よって、キャップ部７２を取り外した後、プレフィルドシリンジ７を
使用しやすい。
【００３１】
　このように、本発明の封緘ラベル１が装着された包装体１０は、キャップ部７２を時計
回り及び反時計回りの何れの方向に回転させても、封緘ラベル１を分断して容器を開封で
き、また、キャップ部７２を何れの方向に回転させて開封しても、封緘ラベル１に複数の
小片が生じる。
　封緘ラベル１から複数の小片Ａ，Ｂが突出していることは、外見上一目で判別できるの
で、本発明の封緘ラベル１を用いれば、容器が開封されたことを外見上容易に判別できる
。
【００３２】
　なお、本発明の封緘ラベルは、上記第１実施形態に限られず、本発明の意図する範囲で
適宜設計変更できる。以下、本発明の他の実施形態を説明するが、その説明に於いて、主
として上記第１実施形態と異なる構成及び効果について説明し、上記第１実施形態と同様
の構成などについては、（それを説明したものとして）用語又は符号をそのまま援用し、
その構成の説明を省略する場合がある。
【００３３】
［第２実施形態の封緘ラベル］
　上記第１実施形態の封緘ラベル１において、第１斜め切断線３４は、第３横切断線３３
の右端部３３Ｒから第１横切断線３１の左端部３１Ｌに設けられているが、これに限定さ
れず、第１斜め切断線３４は、第３横切断線３３の一部分から第１横切断線３１の一部分
にかけて右下斜めに延設されていればよい。
　例えば、図１０（ａ）に示すように、第１斜め切断線３４が、第３横切断線３３の中途
部に連設され且つ第１横切断線３１の中途部に連設され、それら中途部間において右下斜
めに延設されていてもよく、或いは、図１０（ｂ）に示すように、第１斜め切断線３４が
、第３横切断線３３の右端部３３Ｒに連設され且つ第１横切断線３１の中途部に連設され
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、その右端部と中途部間において右下斜めに延設されていてもよい。その他、図示しない
が、第１斜め切断線３４が、第３横切断線３３の中途部に連設され且つ第１横切断線３１
の左端部に連設されている場合、又は、第１斜め切断線３４が、第３横切断線３３の左端
部に連設され且つ第１横切断線３１の中途部に連設されている場合、又は、第１斜め切断
線３４が、第３横切断線３３の右端部に連設され且つ第１横切断線３１の右端部に連設さ
れている場合などでもよい。
【００３４】
［第３実施形態の封緘ラベル］
　上記第１実施形態及び第２実施形態の封緘ラベル１において、第２斜め切断線３５は、
第２横切断線３２の右端部３２Ｒから第１横切断線３１の左端部３１Ｌに設けられている
が、これに限定されず、第２斜め切断線３５は、第２横切断線３２の一部分から第１横切
断線３１の一部分にかけて右上斜めに延設されていればよい。
　例えば、図１１（ａ）に示すように、第２斜め切断線３５が、第２横切断線３２の右端
部３２Ｒに連設され且つ第１横切断線３１の右端部３１Ｒに連設され、それら右端部間に
おいて右上斜めに延設されていてもよく、或いは、図１１（ｂ）に示すように、第２斜め
切断線３５が、第２横切断線３２の左端部３２Ｌに連設され且つ第１横切断線３１の右端
部３１Ｒに連設され、その左端部と右端部間において右上斜めに延設されていてもよい。
その他、図示しないが、第２斜め切断線３５が、第２横切断線３２の中途部に連設され且
つ第１横切断線３１の中途部に連設されている場合、又は、第２斜め切断線３５が、第２
横切断線３２の右端部に連設され且つ第１横切断線３１の中途部に連設されている場合、
又は、第２斜め切断線３５が、第２横切断線３２の右端部に連設され且つ第１横切断線３
１の中途部に連設されている場合などでもよい。
【００３５】
［第４実施形態の封緘ラベル］
　また、上記第１乃至第３実施形態において、切断線集合単位は、第３横切断線３３を含
んでいるが、例えば、図１２に示すように、切断線集合単位は、第３横切断線を有さなく
てもよい。この場合、切断線集合単位は、横方向に延設された第１横切断線３１と、前記
第１横切断線３１よりも上方から右下斜めに延設され、且つ第１横切断線の一部分に連設
された第１斜め切断線３４と、横方向に延設された第２横切断線３２と、前記第２横切断
線３２の一部分から右上斜めに延設され、且つ前記第１横切断線３１に連設された第２斜
め切断線３５と、からなる。
【００３６】
［第５実施形態の封緘ラベル］
　上記第１乃至第４実施形態における各図では、第１横切断線３１、第２横切断線３２及
び第３横切断線３３がミシン目線からなる場合を図示しているが、上述のように、第１乃
至第３横切断線３１，３２，３３の中から選ばれる１つは切込み線であってもよい。例え
ば、図１３は、第１横切断線３１が切込み線からなり、第２及び第３横切断線３２，３３
がミシン目線からなる封緘ラベル１を示すものである。
　さらに、上記第１乃至第４実施形態において、封緘ラベル１は、接着剤又は粘着剤から
なる接着部６にて容器に接着されて装着されるが、本発明の封緘ラベル１は、接着剤又は
粘着剤を用いて容器に装着される形態に限定されず、ラベル基材２が容器に強く密着する
ことによって装着される封緘ラベルであってもよい。
　このような封緘ラベル（図示せず）は、横方向に熱収縮しうるラベル基材の横方向を周
方向として、そのラベル基材を筒状に成形し、その筒状にした封緘ラベルを、キャップ部
と容器本体に跨がるように、キャップ部と容器本体の境界部分を含んで容器に外嵌し、熱
を加えることにより、封緘ラベルが熱収縮し、容器に密着するようになる。このように本
発明の封緘ラベルは、熱収縮性を有するラベル基材の性質のみを利用して、容器に装着さ
れる封緘ラベルであってもよい。
【符号の説明】
【００３７】
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　１　封緘ラベル
　２　ラベル基材
　３　切断線集合単位
　３１　第１横切断線
　３１Ｌ　第１横切断線の左端部
　３１Ｒ　第１横切断線の右端部
　３２　第２横切断線
　３２Ｌ　第２横切断線の左端部
　３２Ｒ　第２横切断線の右端部
　３３　第３横切断線
　３３Ｌ　第３横切断線の左端部
　３３Ｒ　第３横切断線の右端部
　３４　第１斜め切断線
　３５　第２斜め切断線
　７　容器
　７１　容器本体
　７２　キャップ部
　１０　包装体

【図１】

【図２】

【図３】
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