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易開封シリーズ

手で簡単に切れる易開封加工
段差レーザー加工 L-BOCO

波形カットで簡単開封、開封後も使いやすく

易開封レーザー加工の片面を波形にすることで、開封後も、つまみやすく、開けやすい
便利な形状になります。

1. 開封時

2. 開封後

中央の切れ目が、段違いになります。

指でつまみやすく、簡単に開封できます。

スティック包装用
まっすぐカット

どこでもカット

直進カットで簡単開封

どこからでも手で簡単に開封

ノッチレスで、スティッ
クの折り返し部分から
容易に切れます。レー
ザー加工は直線・点線・
一 本 線・ 複 数 線、 位 置
も自由に設定可能です。

表基材に全面微細孔加
工を行いどこからでも
簡単に開封することが
できます。

用途例 【食品】コーヒー・クリームパウダー・お茶・砂糖・人工甘味料など 【健康食品・サプリメント】青汁・コラーゲンなど

PTP シート外装袋用
※カット方向にご注意ください。
波形加工は設計自由、レーザー加工の深さや本数、長さは自由に設定できます。

段差レーザー加工 L-UGO

表・裏、左・右のどこから開封しても段差ができます
レーザー線Aが手前

OPEN

向きを問わずどちらからも
開封できます。

背面のフィルムは一直線に切れ、
表面のフィルムは一段低い位置に
誘導されて直線状に切れる。

背面のフィルム

レーザー線A

波線形状で、エンドレス・ピッチを
問わず対応可能です。

流れ方向

右

OPEN

流れ方向にレーザー加工を施して開封口を大きく確保できます。

レーザー形状

左

大きく開いて取り出しやすく

L-wavy line

表

左

右

レーザー線Bが手前

OPEN

OPEN

表面のフィルムは一直線に切れ、
背面のフィルムは一段低い位置に
誘導されて直線状に切れる。

背面のフィルム

レーザー線B

裏

TAKE レーザー

拡大

表基材にのみミシン目が入り、バリア性を維持
直進カット性があります。表基材にのみミシン目が入るため、フィルム構成の工夫で、
中間層やシーラントを傷つけません。
LN カット
印刷
DL

1

前側が大きく開く

前面に大きくレーザー加工を施して開封口を確保できます。

用途例 【健康食品】青汁粉末・コラーゲンなど 【一般食品】固形鍋用スープ・ 粉末個包装など 再封性の求められるものすべて

LN カット

波形補助線で開封の
失敗がありません。

OPP
透明蒸着 PET
LLDPE

開封後

開封前

ノッチ
マイクロノッチ

安全ノッチ
従来の V ノッチの様な
切り込みではなく、細
かい線を入れて切りや
すくしています。
切り口で手や袋を傷つ
ける心配がありません。

袋を開封した後の角を
丸くします。開封後の
切り口も安全です。
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リップパック

すべらないシリーズ

詰替え用スタンドパウチ

TM パック（トムソン全周抜きタイプ）

濡れた手で開封してもすべらない加工

様々な形状を低コストで作製できるトムソン刃を用いて製袋した詰替え用パウチです。
◀スクリュー状のエンボスが
膨らみ安定した注ぎ口を確保

SDS 型
小容量向け

NW 型

特殊なインキを印刷し泡がついてもすべらず開封できます。
お風呂場で濡れた手でもしっかりグリップしてストレスフリー。

SDS型とGI型の
中間サイズ

内口径が小さいボトルにも対
応できるよう、注ぎ口の幅を
従来品よりも狭くした分、特
殊形状のリブを採用すること
で開口性を向上させています。

サッシェタイプ

IP!

P!

SLI

GR

シールラベルにも加工可能！→p.20へ

触覚表示識別パウチ

L-E 型

スタンダードタイプ

エンボスタイプ

（日本化粧品工業連合会の通達に基づいて設定）

触ってわかる詰替え用パウチ

大容量タイプ

GI-R 型

詰替えパウチ
タイプ

普通の
パウチ

◀注ぎ口にある 4 本の
レーザーカットで簡単開封

GI 型

マット調の仕上がりです

シャンプーなどのボトルでおなじみの、触覚識別記号を詰替え用パウチでも実施。
目の不自由な方や視力の弱い方をはじめ、
多くの人の使いやすさを高めるためのパウチです。

充填しやすい

レイズドトップタイプ
TM パック 加工可能サイズ

従来タイプ

  幅  ：100 〜 230 ｍｍ
高さ：120 〜 530 ｍｍ

従来タイプ

シャンプー

ボディソープ

スパウト付タイプ
再封性のあるキャップ付タイプ。用途に応じてスパウトの内径・形状が選べる
豊富なバリエーションを取りそろえています。
横長のエンボス 3 本

S-T 型

S-TC 型

大容量タイプ

バイオポリエチレン

S-T 型
※

サトウキビ由来の PE 配合比 59％を実現

※

S-TC 型

従来タイプ

スパウト付タイプ 加工可能サイズ
幅：120 〜 240 ｍｍ

3

縦長のエンボス 3 本

※ご相談ください

高さ：160 〜 350 ｍｍ

（カーボンニュートラル）
CO2排出量を増やしません。
持続可能な資源から作られています。
食糧と競合しない、砂糖を抽出した後の廃糖蜜から作られています。
詳細は→p.7へ
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アタック®

独自の連続式真空蒸着機で生み出されたハイバリア強密着蒸着フィルム
マスク蒸着

蒸着の輝きと、透過性を両立

パスター加工なしで、アルミ蒸着部と透明部を作ることができます。

一体型の広幅ルツボにより、溶
融したアルミがまっすぐに飛ぶ
ため均一に蒸着することができ
ます。

メイワパックスの連続式真空蒸着機

バッチ式真空蒸着機

蒸着部分のみが真空状態であるため、連続して蒸着が可能。また、インライン・
コーティング部を付与しており、さまざまな特長を持つアルミ蒸着フィルムを
製造することができます。

巻出から巻取まですべて真空状態で
行うため、フィルムがなくなると機械
を停止し、真空を開放して再度材料
セッティング後、スタートとなります。

一体型の広幅ルツボにより、
溶融したアルミが
まっすぐに飛ぶため均一に蒸着することができます。

複 数個のルツボを並べ蒸着しているた
め、色々な方向に溶融したアルミが飛び、
まばらになります。

厚番手でも連続で給紙できるのでアルミがなくなるまで
加工可能。
基材も紙からフィルム
（80μ）
まで加工可能。

機械の容積に制限があるので、厚番手
には向かないと言われています。

670〜1300mmまでの巾で自由に加工でき、
小ロット対応可能です。

４ｍ近辺の巾でのミルロール（数万ｍ単
位）での加工となります。

トップ・アンカーコートがインラインで加工可能なため
納期も短縮でき、
加工困難な基材にでも簡単に蒸着可能。

トップ・アンカーコートはオフラインとな
り納期・コストがかかります。

VM-CP

カバーをかける事で部分的に
蒸着部をつくる事ができます。
※パスター加工と比較

用途例 【化粧品】日焼け止め・ハンドクリームなど【食品】珍味・高級菓子など【その他】雑貨など

FKA

金属光沢の美麗性を高め、バリア性能を向上させたフィルム
スリップ性、低温シール性も付与

MER

特殊コートにより高いバリア性を確保
耐クラック性にも優れたフィルム

MERW-NC

〈ノンコートタイプ〉

MERW-C
〈コートタイプ〉

後蒸着フィルム

3層→2層に

環境にやさしい蒸着フィルム

バリア基材を無くし、可能な限りの薄膜化を自社独自の連続式真空蒸着機で実現しました。

VM-PET

MGS
NW

NY
VM-PET
LLDPE

印刷
DL

NY

VM-LLD

VM

MLA-C

LLDPE

〈コートタイプ〉
※重量・CO2 排出量は寸法130×260の時、
3層を1とした場合の比率で表記しています。
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光沢性に優れ、低温シール性を付与したハイバリアフィルム

MLW

特に遮光性に優れ、アルミ箔と同等レベルのスペックを持つフィルム
アルミ箔の代替とすることで薄膜化が可能
焼却残滓も殆ど出ないため環境にも配慮したフィルム

アルミ箔の代替に最適  保香性に優れたハイバリアフィルム
強密着、ボイル殺菌可能で、保香性・バリア性に優れたフィルム
一般用タイプ

自社製フィルムを使用したハイバリアフィルム
耐クラック性に優れたハイバリアフィルム
アルミ箔の代替としても使用できる超ハイグレードフィルム
ウォーマーにも対応しており、ウェットティッシュやお尻ふきなどに最適
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インフレーションフィルム

二室分離袋

自社製膜フィルム

2 つの内容物を中で混ぜられる袋

総合コンバーターならではのノウハウを駆使したシーラントフィルムのラインアップを取り
揃え、様々な加工や材料との組み合わせによりご要望に合わせた包材をご提案します。
ML-144B

バイオポリエチレン

サトウキビ由来の PE 配合比 59％を実現。詰替えパウチや健康食品などで採用実績多数。
サスティナブル社会対応の環境配慮型フィルムです。

石油由来と植物由来の原料生成の流れ比較

使用直前に混ぜたい商品に適しています。1回分ずつのパックなので、計量ミスがなく、安定し
た使い心地。携帯用にも便利です。容器がなくても、袋の中で混ぜられ、手軽です。自動充填用に
ロール納入も対応しております。
1
充填

2
巻く

3
押出す

4
混ざる

イージー
ピール

周囲は
完全シール

液体Aと粉（または液体）Bを
上下から別々に充填し、シールします。

Aの袋を端から巻き込んでいき、
AをB側に押し出すよう圧力をかけます。

中央シール部が開き、
AがB側に流れ込みます。

パウチの中央に特殊テープを挿入したテープタイプもあります。シール温度域が広く、比較的加
工がしやすいのが特長です。こちらは製袋品での納入になります。
ML-134

用途例

易カット

メイワパックス易カットフィルムの代表的なグレードで、スタンドパウチで採用実績多数。
ML-174

汎用タイプ

食品、雑貨、その他の一般的な包材に適しています。

インフレーション
フィルム製膜機
汎用 LLDPE（直鎖状低密度
ポリエチレン）を中心に
多くのシーラントフィルムを
製造しています。

押出機
原料（ペレット）を
熱と圧をかけ、溶融させる

センターパウチ

コロナ処理
フィルム表面を改質し、
ラミネート特性を向上します

フェイスマスクなどの化粧品、反応系接着剤、保冷グッズ、染料・塗料、雑貨類の包装、使い捨ておしぼりなど

専用の仕切りやトレーがなくても中央に納まる
ポイントシールで固定し、製品の偏りや回転を防ぎます。
通常のスタンドパウチより高めの底材で、
製品がパッケージ中央に収まるよう固定します。

ポイントシール部

底材

ダイス
円形のダイスにより
バブル状に成型する

用途例

リップスティック、マスカラ、アイライナーなど、チューブ・ボトル・円柱状のアイテムなど

ラミネートチューブ
フィルム多層貼りチューブ

金属チューブのバリア性とプラスチックチューブの
柔軟性、屈曲性などの優れた特性を併せ持った
ラミネートチューブです。
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チューブ製造元：関西チューブ株式会社

8

レンジでポン

蒸らし効果でおいしさアップ！電子レンジ対応パウチ
スリットタイプ

蒸らし効果に優れたタイプ

ポイントシールタイプ
２層からなるフィルムのＡ
層のみにスリットが入って
おり、完全に密封されてい
ます。

マイクロ波と高温高圧蒸気の
複合加熱により、最速調理が可能！

蒸気圧が加わると、Ｂ層に
必要最小数の孔が開き、内
圧を高く保ちながら蒸気を
排出します。

用途例

チャック
内容物

用途例

ガセット

野菜ミックス、高野豆腐など

W 字ガセットタイプ

用途例

ロール対応可能なベーシックタイプ

特殊テープ

ガセット
内容物

カット野菜、肉まん、シューマイ、冷凍食品など

平袋タイプ

水分の多い食品に最適なスタンドタイプ

上部シール
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開封後に具材や出汁等を入
れてチャックをしっかりと
閉めます。加熱するとパウ
チが膨らみ、内圧を保った
ままチャックの中央から蒸
気を排出します。

加熱すると袋の中が膨ら
み、その圧力で特殊テープ
（1 段）が開き、汁の飛沫
が飛沫溜りに溜ります。
さらに圧力が高くなると
特殊テープ（2 段）が開口
し、蒸気が抜けます。

蒸気

用途例

カット野菜、肉まん、シューマイなど

穴あきタイプ

汁こぼれ防止機能付きタイプ

ハンバーグ、煮物、うなぎ蒲焼、中華料理、冷凍食品など

スタンドタイプ

用途例

内圧がかかると上のフィルムが持ち上がり、
ポイントシール部分を残して破れ、蒸気が抜けます。

調理の直前に具材や出汁等を追加できるタイプ
未シール部

用途例

ポイントシール部

蒸気口は表面張力が生じる
程度に収縮するので、液漏
れ防止効果があります。

冷凍生食材など、介護食や病院食にも

チャック付タイプ

さらに高い内圧を維持できるタイプ

自立状態で加熱でき、蒸気
を上部シールから逃します。
お皿への移し替えが、簡単
です。

用途例

ソースなどが少なめの食品向けの
スタンダードタイプ

焼鳥、
うなぎ蒲焼き、
シューマイ、
肉まんなどのチルド、
冷凍食品などの固形食品に

さつまいもタイプ

内圧の上昇で A 層の穴の大きさに開口し、効果的に
蒸らします。

特殊シール部が加熱時の内圧の上昇で自動的に
開口し、蒸気を逃します。

さつまいもの調理に適したタイプ
特殊テープ

内容物

パウチの裏面に挿入された
特 殊 テ ー プ か ら、 蒸 気 を 排
出 し ま す。 さ つ ま い も の 場
合 は、500 ～ 600W で 約
7 ～ 8 分を目安に加熱する
とおいしく調理できます。

おでん、
どて焼、カレー、パスタソース、味噌汁、スープなど
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特殊スタンドパウチ／チャック付スタンドパウチ
売場での陳列効果やユーザーの使いやすさを追求
カンガルーチャック付

充填効率アップ

〈充填時〉

特 殊 チ ャ ッ ク を 取 り 付 け 加 工 す る こ と で、
充填口と開封口を分けました。
それにより充填時の粉噛みの心配が
ティアテープ
ありません。
チャック
用途例

充填

LT-J

蒸着低臭タイプ（別注品）

（乳等省令にも適合）

キャップ
一般タイプ

二色成型
キャップ
液漏れ防止タイプ

コック
φ9
一般タイプ

※ 規格品には一般タイプの
キャップが入っております

止水効果UP

水、醤油、洗剤などに

ジャンボコック
φ19
高粘度タイプ

ガス抜き
マキシコック
キャップ
φ18
高粘度液垂れ防止タイプ ガス抜きタイプ

ワンタッチ･ノズル スクリュー･ノズル
φ17
φ17
さしこみ式
キャップ式

チャック

トムソン刃で自由な形状に

安定性のある底材一体型

１枚の基材を折り返して製袋しています。
内容物を充填すると底面が平らになり、
自立性も抜群です。

ボディソープ･シャンプー、 ボディソープ･シャンプー、
次亜塩素酸ソーダ、
リンス、ソース、油などに
リンス、ソース、油などに 微生物の入った肥料などに

バッテリー液、
精製水などに

バッテリー液、
精製水などに

打栓タイプ／丸形スパウト（別注品）
丸形スクリュー
スパウト

丸形打栓
スパウト

プルトップタイプ（丸形スパウト用）

打栓コック（丸形スパウト用）

軽い内容物でも◎

底面がフラットなため重量の軽い内容物で
もしっかり立ち、中身が減っても安定した
自立性をキープします。
軽量なペットフードやココアなどの粉末、スティック集積包装など

四方ガセット

大容量にも対応

ペットフードやお米、業務用などの大容量
の商品に最適です。もちろん少量商品にも
お使いいただけます。
粉末のココアやクリームなどの少量のものから業務用の大容量のものなど

水・醤油
（粘度の低いもの）

1 枚の基材で
製袋しています

お米やペットフードなど粒状の内容物

フラットボトム
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バリア低臭タイプ

サプリメント、菓子など

ボトムガセット

用途例

LT-B

規格袋も
取り扱っております。

スタンダードスクリュータイプ（規格品）

トムソン刃で自由な形状を作製できます。
デザインの幅が広がり、アピール力のある
商品作りに役立ちます。

用途例

一般低臭タイプ

化粧用具、文房具など再封性があると便利なものなど

TM パックスタンド

用途例

LT-N

ティアテープ開封

チャックで開け閉めするのでシーラーが不要

チャック上部のスリットから出し入れします。
切り取らずに開封できるので上部にロットや表示等も可能。
セキュリティシールとの組み合わせがおすすめです。

用途例

フィルムガセットタイプ BIB

充填時の粉噛みが気になる粉末洗剤など粉状のものなど

ポケットパウチ

用途例

〈開封時〉

リップテナー

フィルムガセット+立体構造

環境対応

●自立性バツグン

●使用後の廃棄物の減容・減量化に貢献

●充填は泡立ちが少なく展開性がよい

様々なバリエーション展開

手持ち機能

●連続充填タイプ、
蒸着タイプも納品可能

●残液が極めて少ない
底面にタイトルの印刷も可能
フラットな底面にエンドレス
柄を印刷できます。

水・醤油
（粘度の低いもの）

●段ボールから出し入れ簡単

●内袋だけでも簡単に持ち運び可能

●内容物・容量に応じた商品ラインアップ
●スパウト、
キャップ、
コック、
フィルムの材質を
組み合わせ可能

安心・安全

蒸着タイプ

●専用クリーンルーム内で製袋

●内容物に影響しない低臭タイプ
連続充填タイプ

優れたハンドリング性

用途例 【調味料】醤油、みりん、ソース類など、
【酒類】
【清涼飲料】
【その他】カラメル、カン水、薬剤、ボディーソープ、化粧水、塗料など
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カポラ UV カットフィルム

カポラＥガード

帯電防止防湿ラミネートフィルム

紫外線カット透明フィルム

外部からの放電から内容物を保護し、輸送中の摩擦による静電気を防止します。

半透明で紫外線領域を約60%カット

UVカットフィルム350
エコノミータイプ

UVカットフィルム350T

透明で紫外線領域を約60%カット

UVカットフィルム400

透明で紫外線領域を約98％カット

UVカットフィルム500

オレンジ色の半透明で紫外線に加え
500nmまでの波長の可視光線を約98％以上カット

UV350透明性改良タイプ
スタンダードタイプ
ハイグレードタイプ

透過率（%）
100

紫外線領域

90

PET
UV350
UV350T
UV400
UV500

80
70
60

20

カポラUV未使用
300

350

400

450

500

550

600

波長（nm）

用途例

医薬品（プレフィルドシリンジ包装、輸液バッグカバー）、化粧品など

静電気拡散型半透明タイプ

EG5000シリーズ

帯電防止型高防湿AL箔使用タイプ

鉄・鉄合金に即効性の防錆効果。気化性防錆剤を内面にコートしたフィルムです。

30

250

EG3000シリーズ

透明気化性防 錆 フィルム

【退色試験】

40

0
200

静電気中和型透明タイプ

VCI

50

10

EG1000シリーズ

カポラUV使用

● JIS Z 1535（気化性さび止め紙規格）に適合。
●包装後に結露を生ずる場合にも有効。
●無塗油の状態で使用でき、作業工程を簡素化。
●防 錆油を塗れない部品の内部まで気化ガスが侵入し防 錆します。
●透明で内容物の確認が容易。
●製品保護、自動包装適性向上のため、ラミネート品も提供可能。
試験基準
JIS Z 1535（気化性さび止め紙規格）5.4 項
グリセリン水溶液の入った広口瓶にテストピース及び供試
品を装着する。20℃× 90％ RH で 20 時間放置後テス
トピースを 2℃まで冷却し、テストピースの表面に結露を
生じせしめ、錆 発生の有無を判定する。
テストピース：JIS G 4051 S15C 炭素鋼

試験内容
各色を印刷したセロハンフィルムを
UV カ ッ ト な し と UV500 の 袋 に 入
れ、
窓に貼り付けて 5 年 ( 以上 ) 放置。
取り出して色の変化を確認した。
用途例

カポラγ（ガンマ）

カポラノンリーク

耐放射線包材

液体・粘体用の高速充填用ラミネートフィルム

放射線照射による包材の黄変、臭気発生、
シール強度の劣化を極力抑えたラミネート包材です。
Sタイプ

医療用具などの放射線滅菌用

Pタイプ

イージーオープン（面々剥離）タイプ

PET/CPP
PET/イージーピール

Bタイプ

PET/AL/CPP

Lタイプ

NY/LLDPE
用途例
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ハイバリアタイプ

自動車部品、ベアリング、精密加工部品、鋼材などの防 錆 包装に

特殊樹脂を独自の加工技術によって押出ラミネート。
耐圧性・ヒートシール性・ホットタック性に優れているため、
充填スピードの高速化、漏れの解消を実現します。

低温
シール性

（照射線量MAX５０ｋGyを想定）

耐ピン性、シール強度向上タイプ

理化学用品、化粧品、医療器具、動物用飼料、工業用品の改質、食品用包材など

カポラノンリークNM

ホット充填対応

カポラノンリークMS

高速充填用

カポラノンリークsuper
用途例

低温
ホットタック性

シール強度

ボイルホット
充填

低温〜ホット高速充填（〜15m/min）

低温ボイル、低温･ 常温充填（〜20m/min）

超高速充填用

低温ボイル、低温･ 常温充填（〜30m/min）

たれ、めんつゆ、しょうゆ、ドレッシング、ジャムなど、液体・粘体の小袋に
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抗菌ナイロンフィルム

米袋・重袋

表面に抗菌コートしたナイロンフィルム

お米や肥料などの重量物向けパッケージ

無機系抗菌剤を使用しており、高い安全性があります。
大腸菌、黄色ブドウ球菌への抗菌性能を確認しています。
イメージ 図

増 殖を抑 制

通常のフィルム

用途例

米袋専門デザイナーによる
パッケージ提案から製造まで
トータルにサポートします。

抗 菌 剤コート層

フィルム

ウェーブシール

オリジナル米袋から、後刷り印刷、
規格米袋も取り扱っております。

特殊な融着シール構造の無孔袋

高い製袋技術により、特殊な融着シール構造の無孔袋を実現しました。
水濡れ・異物の侵入を防止します。
従来形状よりも袋内のエアー抜けが早いため、充填時の作業効率改善
や落袋クレームの減少が可能です。
現状のラインのまま使用でき、単袋・ロールにも対応。

蓄冷剤、保冷剤、液体スープ用小袋など

シュリンクフィルム
シュリンク包装用印刷

エンボス
（未融着部）

商品の形にフィットするシュリンク包装。
様々な形状の商品に沿って収縮させた後も、
お客様のイメージ通りに仕上げます。
用途例

エアーが
抜ける

NY/LLDPE構成 エアー抜け速度比較

最大

独自の蒸着技術を活かした
蒸着トレー用シート
カラーや
両面仕立ても可能
印刷トレー用シート

個性豊かな表現を
可能にする
印刷トレー用シート

※

の

2分51秒

1分3秒
エアーが抜ける

従来品 改良品
5kg

9秒

従来品 改良品

32秒

10kg

※当社実測値結果より構成やサイズにより違いがあります。

様々な素材を組み合わせ機能性を付与した成型品用ラミネートシート
蒸着トレー用シート

約7倍

スピードで脱気！

乳酸飲料・ゼリー・納豆などの集積包装、カップ麺の個装など

機能性ラミネートシート

みそ容器用シート

バリア性、保香性に優れた
みそ容器専用シート
ラベル･規格成型品・
内蓋
（ホットメルト）
も
取り扱っております。

レーザー微細孔

0.2ｍｍφの微細孔を開けた有孔袋

袋に直線上の微細孔を開けることで、エアー抜け速度を向上しながら、
ホコリや虫の侵入を防ぎます。
充填時の作業効率改善や荷崩れの減少が可能です。

規格袋（ストロングパック）
みそのパッケージなら
すべておまかせください！

バリアラミシート

170 タイプ、3500 種類の規格袋

WEB カタログはこちらから

http://www.mpx-group.jp

食品をはじめ、医療品、日用品、電子部品など、幅広い分野の製品を豊富なサイズで取り揃えて
います。急なご入り用にも小ロットで対応いたします。

バリアフィルムを使用せず
ガスバリア性を付与
（ガスバリア性接着剤：マクシーブ®使用）
【三菱ガス化学
（株）
協賛】

フレキソ印刷（後刷り印刷）

ラミネート後のロールの表面に印刷加工
小ロット対応が可能で、あらかじめ出来上がったロールに印刷するため短納期でご提供。
グラビア版に比べて低コストで版を作製することができます。
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エアーが
抜ける

米袋専用ライン

食品用包材

おいしさを引き立たせ、商
品を効果的に PR する食品
用包材。真空包装から、加
熱殺菌・ガス置換（脱酸素
剤）包装まで豊富に揃えて
います。

医療用包材

「安心・安全」を最優先に考
え、医薬品業界の厳しい基
準をクリアした包装資材を
お届けしています。あらゆ
るシーンを想定したタイプ
を各種揃えています。

エレクトロニクス・
IT 用包材

デリケートな電子材料を梱
包する包装資材。静電気防
止や高い防湿性は、他には
ない性能を誇っています。

ラッピング用品 ･
日用品

商品を美しく演出するラッ
ピング、そして日用品も豊
富に取り揃えています。
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紙器製品

緩衝材・トレー

一般紙器、ギフト用パッケージやその他紙製品

お客様とのお打ち合わせにて確定した仕様を基に、設計・試作・量産を推進

化粧箱各種

段ボール部材

採用事例

青果物用化粧箱

ギフト詰め合わせ箱

飲料用化粧箱

ディスプレイ兼用箱

発泡成形品

世界初の製品の
梱包材に
携わりました。

ＥＸＩＬＩＭ
１０周年記念モデルの
パッケージに携わりました。

包装紙

真空成形品

手提げ袋

組立式トレー・内装部材・
組仕切

販売促進ツール・オリジナル製品など

規格品から個別設計まで承ります
什器・展示台

卓上什器

看板・サイン

非常用製品

吊り下げ什器

POP・ノベルティ

段ボールシート・段ボールケース

段ボールシート製造から段ボール箱各種、内装部材など段ボール製品
段ボールシート

コンピュータによる一括管理で、安定した
品質の段ボールシートを製造します。
その他段ボール加工品

段ボールケース

電子機器・照明器具・青果物・飲料・贈答用など様々な段ボールケース

ディスプレイ棚やテーブルセットなども作製できます。ご相談ください。
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シールラベル

医療、化粧品、食品、工業製品など幅広い分野のシールラベル
アテンションシール

コールド箔

店頭でのアイキャッチ効果抜群のPOPシール

部分糊加工で、様々な形状の製品に貼付が可能。

オフセット印刷と粘着をなくす（糊殺し）がインラインで

熱を使用しない箔押し加工で、
箔の上への印刷や細かい柄も対応可能。

加工可能なため、きれいな印刷が短納期・低コストで実現。

多彩な表現で商品価値を高めます。

加工方法は用途に合わせて選択します。
用途例

糊を使用した箔押し方法で、高速印刷・高品質

コールド箔
加工可能

●箔の上に印刷が可能。

●箔のアミやグラデーション印刷が可能。

化粧品、
サニタリー用品、医薬品など

●広範囲の箔押しが可能。
●細かい柄の箔が可能。

シュリンクラベル

用途例

箔押し（コールド箔）可能なシュリンクラベル

熱収縮性プラスチックフィルムで製品を包み、

コールド箔
加工可能

被包装物を加熱して製品の形状に密着させます。
用途例

高級食材など高級感を演出し、
付加価値を表現したい商品など

■ ホログラムコールド箔（フラップラベル）
ホログラムの上にカラーを印刷すると

【ラベルの構成】

色付きのホログラムに。

調味料・飲料など

印刷の上にホログラムを加工すると、
細かな柄でもキレイに再現できます。

PP ラミネート

印刷
ホログラムコールド箔
PET
接着剤
セパ

※デザインにより、印刷とホログラムコールド箔の順番が逆になります。

エムエフラベル

部分糊を使用した透明帯ラベル

その他ラベル

●食品ラベル

●セキュリティラベル

●印刷の後に糊塗工を行うので、10ｍm程度の幅の糊付けや位置も自由自在。

●工業製品ラベル

●屋外ステッカー

●冷蔵保存用途でも剥がれずきれい。

●医薬・化粧品ラベル

コールド箔
加工可能

●変形カットが可能。

●ワンタッチで貼付ができ、作業効率アップ。

銘板ラベル・注意喚起ラベル・タイヤラベル

●透明フィルムに裏刷り印刷で美しい仕上がり。

用途例

商品ラベル・表示ラベル

改ざん防止ラベル・個人情報保護シール・開封防止シール

自動車ステッカー・電車ステッカー・窓用両面ステッカー・
フロアマットシール

商品ラベル・表示ラベル・アテンションシール

●飲料用ラベル

お菓子や冷蔵保存する食品、テイクアウト商品など

瓶用ラベル・シュリンクラベル・エムエフ帯ラベル

●販促用ラベル
エムエフ POP ラベル

キャラクターシール・スイングポップ・ネックリンガー

時間が経っても立体的にスイングするPOP

部分糊と透明フィルムに裏刷り印刷で、取り外しが簡単で

コールド箔
加工可能

すべらないシリーズ（ラベル）

発色のよい販売促進効果抜群の POP です。

●コシのある透明フィルムで簡単に立体型のPOPが作製可能。
●両面テープ貼りの手作業いらずで、取り外しが簡単。
●透明フィルムに裏刷り印刷で美しい仕上がり。
用途例
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陳列時のPOPなど

色々な場面で利用できるすべらないラベル
特殊なインキを印刷し、すべらない加工を施します。
ラベルですので、簡単にすべり止め対策が可能です。
用途例

詰替え時に
ボトル側でも配慮

詰替えなどの
パウチに加工可能！
→p.4へ

詰替えボトル、
浴槽や手すり、
身の回り品など
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クリアボックス

環境に配慮したものづくり

全工程一貫生産システムの高品質クリアボックス

メイワパックスグループでは、環境に配慮した製品の開発をはじめ、様々な取り組み
を行い持続可能な循環型社会に貢献しています。

バイオポリエチレン

FSC 認証

サトウキビ由来の原料を使用した

グループ企業のタマパック（株）では、

シーラントフィルムです。石油由来

経営理念である「地球環境保護」と経

のシーラントフィルムとの代替えが

営の最高課題のひとつに掲げる「環境

可 能で、CO 2 排 出 量 の 削 減 に 貢

活動の推進」の一貫として、森林環境

献します。→詳細は p.7 へ

の適切な保全を目指す FSC に賛同。
それぞれの事業部及び工場にて FSC
CoC 認証を取得しました。

PECO パウチ
印刷

罫線

接着

印刷はクリアボックスの美しさを

クリアボックスの軟らかな罫線は、

クリアボックスPP化の流れをつくっ

オフセット印刷、シルクスクリーン

要な要素です。生産性を向上させ、

さらに、セットアップ時のワレなどの

表現します。

印刷、両設備を有し、ニーズによる
使い分けをしています。

高品質クリアボックスにとって重
不良率を低下。カートナーへの適用
を可能にします。

た、PP専用自動接着機。

不良を激 減 さ せるP Pワンタッチ

認証範囲
タマパック㈱
タマパック㈱
タマパック㈱

再生可能な循環型資源である「紙」
を基 材 に使 用し、CO 2 排 出 量 の

削 減 等、 環 境 負荷 の 軽 減 が 可 能

本社
山形工場
甲府中央工場

です。酸 素・水蒸気に対するバリ
ア性や保香性にも優れています。

クリアボックス自動接着機を開発。

海外生産拠点のご紹介
タイ、ベトナム、マレーシアに
生産拠点を構え、
海外でも確かな品質を
お届けします。
貿易代行業務も承ります。

その他のパッケージ

精密機器・腕時計・ジュエリー・ＧＩＦＴなど、各種パッケージ
缶

インジェクション成形

GIFT BOX

METAL FLAME BOX

Thailand
Vietnam

Malaysia

Royal Meiwa Pax CO.,LTD.
2013年1月より操業開始しました。バンコクより西へ約
30km、
タイ湾に面したサムットサコーンに位置します。
最 新の一貫生 産設備を有し、ISO9001・HACCP・
GMP・BRCを認証取得しています。

SAIGON TRADING & PACKAGING JSC.,
2014 年 12 月よりグループ加入。ホーチミン市内のヴィンロック工業団地に
あり、ハノイにも営業所があります。デザインから製造まであらゆるニーズに
応える充実の一貫体制です。

Atom Corporation Sdn. Bhd.
2016 年 3 月よりグループ加入。クアラルンプールよ
り南東約 45km のセランゴール州にあります。製造か
ら物流までの一貫生産体制で、大手メーカーとの取引
実績もあり、洗剤用包装では圧倒的シェアを誇ります。
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メイワパックスグループ製品総合カタログ

http://www.mpx-group.jp

http://meiwa.mpx-group.jp
大阪本社
東京本社
西日本支社
信越営業所
中国営業所
山形出張所
生産拠点

〒582-0027 大阪府柏原市円明町 888-1
TEL 050-3821-6848 FAX 072-976-2656
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-9-10 茅場町ブロードスクエアビル７F TEL 050-3821-6857 FAX 03-5651-5092
050-3821-6863 九 州 支 店 050-3821-6867 北海道営業所 050-3821-6868 東北営業所 050-3821-6869
050-3821-6870 信州営業所 050-3821-6886 中部営業所 050-3821-6871 大阪中央営業所 050-3821-6872
050-3821-6875 四国営業所 050-3821-6876 九州中央営業所 050-3821-6877 南九州営業所 050-3821-6878
023-673-3081 山梨出張所 055-233-7171
本社工場・野田工場・韮崎工場・飯田工場・高槻工場・生野工場・兵庫工場・八代工場

http://sansho.mpx-group.jp
本社・営業本部 〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町3-2 メイワ上本町ビル4F TEL 050-3821-6866 FAX 06-6765-3993

東 京 営 業 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-9-10 茅場町ブロードスクエアビル７F TEL 050-3821-6908 FAX 03-5651-5093
北海道営業所・東北営業所・信越営業所・中部営業所・中国営業所・四国営業所・九州営業所・南九州営業所
生産拠点

豊岡工場・柏原工場・野田工場・鳥取工場

http://tama.mpx-group.jp
本社 〒196-0022 東京都昭島市中神町 1-12-14

TEL 042-543-3711 FAX 042-544-3413

甲府中央工場 055-273-4151 山 形 工 場 023-673-3081 甲 府 工 場 055-233-7171 大 阪 支 社 06-6937-5505
東 京営業 所 0120-469-880 新 大 阪 支 社 06-6305-1688 東 根 営 業 所 080-4095-8482 長 野 営 業 所 0267-66-6651

http://sunp.mpx-group.jp
本社 〒833-0032 福岡県筑後市野町 500

TEL 0942-53-8471 FAX 0942-53-8475

福 岡 工 場 092-622-1021 筑 後 工 場 0942-53-9030 東京営業所 050-3821-6917 大阪営業所 050-3821-6920

http://www.shinkokasei.com
本社・工場 〒509-6104 岐阜県瑞浪市山田町字小洞2010
東京営業所 050-3821-6918 大阪営業所 050-3821-6921

TEL 0572-44-9228 FAX 0572-44-9238
清須工場 052-400-2220
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