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(57)【要約】
【課題】折り部を介して折り畳み可能に連接した２つの
シート片を折り畳んで剥離可能に貼着することによって
、情報記入領域に記入された隠蔽情報を隠蔽し、その後
、２つのシート片を剥離して見開くことによって隠蔽情
報を閲覧可能とする隠蔽はがきにおいて、隠蔽情報を閲
覧する際に、印刷できる情報量を少なくしたり、デザイ
ンを損なわせたりすることなく、２つのシート片を容易
に剥離して見開きやすくする。
【解決手段】折り畳まれて裏面片２０と剥離可能に貼着
される表面片１０に、裏面片２０から剥離して見開く見
開き辺側の角部を含む折り返し部１２ａが折り返される
ように表面片１０及び裏面片２０を折り曲げることを指
示する折り曲げ指示線１２が表示されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つのシート片が折り部を介して折り畳み可能に連接し、前記２つのシート片のうち一
方のシート片の、前記２つのシート片が折り畳まれた場合に他方のシート片に対向する面
に、隠蔽情報を記入するための情報記入領域が設けられ、前記他方のシート片の、前記２
つのシート片が折り畳まれた場合に前記一方のシート片に対向する面に、再剥離及び再貼
着が可能な粘着剤が塗工されて該粘着剤上に剥離紙が剥離可能に貼着されて構成され、前
記剥離紙が剥離されて前記粘着剤によって前記２つのシート片が貼着された後に、前記２
つのシート片が前記折り部とは反対側の辺を見開き辺として剥離して見開かれる隠蔽はが
きにおいて、
　前記２つのシート片のうちいずれかのシート片の、該２つのシート片が折り畳まれた場
合に表出する面に、前記見開き辺側の少なくとも１つの角部を含む一部の領域が折り返さ
れるように前記２つのシート片を折り曲げることを指示する折り曲げ指示線が表示されて
いることを特徴とする隠蔽はがき。
【請求項２】
　２つのシート片が折り部を介して折り畳み可能に連接し、前記２つのシート片のうち一
方のシート片の、前記２つのシート片が折り畳まれた場合に他方のシート片に対向する面
に、隠蔽情報を記入するための情報記入領域が設けられ、前記他方のシート片の、前記２
つのシート片が折り畳まれた場合に前記一方のシート片に対向する面に、再剥離及び再貼
着が可能な粘着剤が塗工されて該粘着剤上に剥離紙が剥離可能に貼着されて構成され、前
記剥離紙が剥離されて前記粘着剤によって前記２つのシート片が貼着された後に、前記２
つのシート片が前記折り部とは反対側の辺を見開き辺として剥離して見開かれる隠蔽はが
きにおいて、
　前記２つのシート片の少なくともいずれかのシート片は、前記折り畳まれた状態にて前
記見開き辺側の少なくとも１つの角部を含む一部の領域が折り返されるように前記２つの
シート片が折り曲げられる折り曲げ線部に重なる領域に、易折り曲げ加工が施されている
ことを特徴とする隠蔽はがき。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、折り部を介して折り畳み可能に連接した２つのシート片の一方のシート片に
記入された隠蔽情報を、一方のシート片の隠蔽情報が記入された面上に、２つのシート片
の他方のシート片を剥離可能に貼着することによって隠蔽する隠蔽はがきに関し、特に、
剥離可能に貼着された２つのシート片の剥離作業を容易にする技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、情報を記入するための情報記入領域が設けられたはがきにおいて、情報記入
領域に情報を記入した後に、この情報記入領域上に隠蔽片を剥離可能に貼着し、それによ
り、情報記入領域に記入された情報を隠蔽可能とする隠蔽はがきが考えられている。この
ような隠蔽はがきの構造としては、例えば、２つのシート片が切り離し可能に連接したは
がきの一方のシート片に、隠蔽したい情報を記入する情報記入領域が設けられるとともに
、他方のシート片上に隠蔽ラベルが再剥離及び再貼着可能に貼着されたものが考えられて
いる（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　このような隠蔽はがきを用いて情報を伝達する場合は、隠蔽はがきの送付先に伝達した
い情報を情報記入領域に記入した後、隠蔽ラベルをシート片から剥離するとともに２つの
シート片を切り離し、情報が記入された情報記入領域上に隠蔽ラベルを貼着し、その状態
で隠蔽はがきを送付先に送付する。これにより、隠蔽はがきの送付途中においては、情報
記入領域に記入された情報は隠蔽されており、外部から見られてしまうことはない。その
後、隠蔽はがきの送付先において隠蔽ラベルを剥離すると、情報記入領域に記入された情



(3) JP 2015-123662 A 2015.7.6

10

20

30

40

50

報が閲覧可能となる。
【０００４】
　また、上述したように隠蔽ラベルを用いることなく、２つのシート片が折り畳み可能に
連接した隠蔽はがきにおいて、情報記入領域に情報を記入した後、情報記入領域が設けら
れた面が内側となるように２つのシート片を折り畳んで互いに剥離可能に貼着するものも
考えられる。このような構成とすることにより、上述したような隠蔽ラベルを用いたもの
に対して、シート基材と隠蔽ラベルとの位置合わせが不要となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－１０８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、上述したように２つのシート片を折り畳んで剥離可能に貼着することにより
、情報記入領域に記入された情報を隠蔽するものにおいては、２つのシート片の形状が同
一である場合、情報記入領域に記入された情報を閲覧する際に２つのシート片を剥離しに
くくなってしまう。
【０００７】
　そこで、２つのシート片のうちのいずれか一方の連接方向の長さを短くすることにより
、２つのシート片において折り部とは反対側にて段差を生じさせ、この段差を摘み代とし
て２つのシート片を剥離しやすくすることが考えられる。
【０００８】
　しかしながら、２つのシート片のうちのいずれか一方の連接方向の長さを短くした場合
、そのシート片においては、印刷できる情報量が少なくなったり、デザイン上好ましくな
かったりするという問題点がある。そこで、段差の幅を狭くすることが考えられるが、段
差の幅を狭くすると摘み代としてシート片を摘みにくくなり、情報記入領域に記入された
情報を閲覧する際に２つのシート片が剥離しやすくならなくなってしまう。
【０００９】
　本発明は、上述したような従来の技術が有する問題点に鑑みてなされたものであって、
折り部を介して折り畳み可能に連接した２つのシート片を折り畳んで剥離可能に貼着する
ことによって、情報記入領域に記入された隠蔽情報を隠蔽し、その後、２つのシート片を
剥離して見開くことによって隠蔽情報を閲覧可能とする隠蔽はがきにおいて、隠蔽情報を
閲覧する際に、印刷できる情報量を少なくしたり、デザインを損なわせたりすることなく
、２つのシート片を容易に剥離して見開きやすくすることができる隠蔽はがきを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明は、
　２つのシート片が折り部を介して折り畳み可能に連接し、前記２つのシート片のうち一
方のシート片の、前記２つのシート片が折り畳まれた場合に他方のシート片に対向する面
に、隠蔽情報を記入するための情報記入領域が設けられ、前記他方のシート片の、前記２
つのシート片が折り畳まれた場合に前記一方のシート片に対向する面に、再剥離及び再貼
着が可能な粘着剤が塗工されて該粘着剤上に剥離紙が剥離可能に貼着されて構成され、前
記剥離紙が剥離されて前記粘着剤によって前記２つのシート片が貼着された後に、前記２
つのシート片が前記折り部とは反対側の辺を見開き辺として剥離して見開かれる隠蔽はが
きにおいて、
　前記２つのシート片のうちいずれかのシート片の、該２つのシート片が折り畳まれた場
合に表出する面に、前記見開き辺側の少なくとも１つの角部を含む一部の領域が折り返さ
れるように前記２つのシート片を折り曲げることを指示する折り曲げ指示線が表示されて
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いることを特徴とする。
【００１１】
　上記のように構成された本発明においては、２つのシート片が剥離可能に貼着された状
態で折り畳まれた２つのシート片が折り曲げ指示線に従って折り曲げられると、剥離可能
に貼着された２つのシート片に折り曲げによる周径差が生じ、この周径差によって、２つ
のシート片を剥離可能に貼着している粘着剤に歪みが生じる。この際、折り曲げ指示線に
よって２つのシート片が折り曲げられることにより折り返される領域は、２つのシート片
が剥離して見開かれる見開き辺側の少なくとも１つの角部を含む領域であるため、２つの
シート片が見開かれる見開き辺近傍では、粘着剤に歪みが生じることによって２つのシー
ト片が剥離したり、２つのシート片の接着力が弱くなったりする。それにより、隠蔽情報
を閲覧する際に２つのシート片を見開き辺から剥離しやすくなる。
【００１２】
　このように、隠蔽情報を閲覧する際に、折り畳まれた状態における２つのシート片を折
り曲げ指示線に従って折り曲げるだけで、２つのシート片が見開き辺から容易に剥離して
見開きやすくなる。
【００１３】
　また、２つのシート片が折り部を介して折り畳み可能に連接し、前記２つのシート片の
うち一方のシート片の、前記２つのシート片が折り畳まれた場合に他方のシート片に対向
する面に、隠蔽情報を記入するための情報記入領域が設けられ、前記他方のシート片の、
前記２つのシート片が折り畳まれた場合に前記一方のシート片に対向する面に、再剥離及
び再貼着が可能な粘着剤が塗工されて該粘着剤上に剥離紙が剥離可能に貼着されて構成さ
れ、前記剥離紙が剥離されて前記粘着剤によって前記２つのシート片が貼着された後に、
前記２つのシート片が前記折り部とは反対側の辺を見開き辺として剥離して見開かれる隠
蔽はがきにおいて、
　前記２つのシート片の少なくともいずれかのシート片は、前記折り畳まれた状態にて前
記見開き辺側の少なくとも１つの角部を含む一部の領域が折り返されるように前記２つの
シート片が折り曲げられる折り曲げ線部に重なる領域に、易折り曲げ加工が施されている
ことを特徴とする。
【００１４】
　このように構成されたものにおいては、折り畳まれた状態における２つのシート片を折
り曲げ線部にて折り曲げるだけで、２つのシート片が見開き辺から容易に剥離して見開き
やすくなる構成において、折り畳まれた状態における２つのシート片を折り曲げやすくな
る。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明においては、２つのシート片のうちいずれかのシート片の、折り畳まれた状態に
て表出する面に、隠蔽情報が記入された情報記入領域を有するシート片とこのシート片に
剥離可能に貼着されたシート片とが見開かれる見開き辺側の少なくとも１つの角部を含む
一部の領域が折り返されるように２つのシート片を折り曲げることを指示する折り曲げ指
示線が表示されているため、情報記入領域に記入された隠蔽情報を閲覧する際に、折り畳
まれた状態における２つのシート片を折り曲げ指示線に従って折り曲げれば、２つのシー
ト片が見開かれる見開き辺近傍において、２つのシート片の折り曲げに伴って粘着剤に歪
みが生じることによって２つのシート片が剥離したり２つのシート片の接着力が弱くなっ
たりし、それにより、２つのシート片を見開き辺から容易に剥離して見開きやすくなり、
印刷できる情報量を少なくしたり、デザインを損なわせたりすることなく、２つのシート
片を容易に剥離して見開きやすくすることができる。
【００１６】
　また、２つのシート片の少なくともいずれかのシート片のうち、折り畳まれた状態にて
見開き辺側の少なくとも１つの角部を含む一部の領域が折り返されるように複数のシート
片が折り曲げられる折り曲げ線部に重なる領域に易折り曲げ加工が施されているものにお
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いては、上記同様に、２つのシート片を見開き辺から容易に剥離して見開きやすくなり、
印刷できる情報量を少なくしたり、デザインを損なわせたりすることなく、２つのシート
片を容易に剥離して見開きやすくすることができ、その際、折り畳まれた状態における２
つのシート片を、折り曲げ線部にて折り曲げやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の隠蔽はがきの第１の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面図、（ｂ
）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は裏面図である。
【図２】図１に示した隠蔽はがきの送付方法を説明するための図である。
【図３】図１に示した隠蔽はがきの見開き方法を説明するための図である。
【図４】図１に示した隠蔽はがきが折り曲げ指示線を折り曲げ線部として折り曲げられた
際に生じる作用を説明するための図である。
【図５】本発明の隠蔽はがきの第２の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面図、（ｂ
）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は裏面図である。
【図６】図５に示した隠蔽はがきの見開き方法を説明するための図である。
【図７】本発明の隠蔽はがきの第３の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面図、（ｂ
）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は裏面図である。
【図８】本発明の隠蔽はがきの第４の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面図、（ｂ
）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は裏面図である。
【図９】本発明の隠蔽はがきの第５の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面図、（ｂ
）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は裏面図、（ｄ）は剥離紙を剥離した状態の
裏面図である。
【図１０】本発明の隠蔽はがきの第６の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面図、（
ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は裏面図、（ｄ）は剥離紙を剥離した状態
の裏面図である。
【図１１】本発明の隠蔽はがきの第７の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面図、（
ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は裏面図、（ｄ）は折り畳んだ状態の表面
図、（ｅ）は（ｄ）に示したＢ－Ｂ’断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１９】
　（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の隠蔽はがきの第１の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面図、（
ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は裏面図である。
【００２０】
　本形態は図１に示すように、表面片１０と裏面片２０との２つのシート片が、折り部３
０を介して折り畳み可能に連接して構成されている。
【００２１】
　表面片１０は、その表面に、この隠蔽はがき１の送付先の住所や名称あるいは氏名を示
す宛先情報１１が印字されるとともに、表面片１０と裏面片２０とが折り部３０を中心と
して折り畳まれた状態にて表面片１０及び裏面片２０を折り曲げることを指示する折り曲
げ指示線１２が、例えば印刷によって表示されている。表面片１０の裏面には、貼着後の
再剥離、さらには、剥離後の再貼着が可能な粘着剤５０がその全面に塗工されており、粘
着剤５０上に剥離紙４０が剥離可能に貼着されている。
【００２２】
　なお、粘着剤５０としては、例えばゴム系（天然ゴム／ＳＢＲ／ブチルゴム）、アクリ
ル系（溶剤タイプ／エマルジョンタイプ）、ホットメルト系、シリコン系があり、架橋成
分としてカルボキシ基や水酸基などの官能基を持つモノマーが使用される。このような粘
着剤は、その接着力は、２０～２００ｇｆ／１５０ｍｍ程度である。
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【００２３】
　剥離紙４０は、剥離基材の一方の面の全面に剥離剤が塗工されて構成され、剥離剤が塗
工された面が粘着剤５０と対向するように表面片１０の裏面に貼着されている。剥離紙４
０の剥離剤が塗工されていない面には、隠蔽はがき１の使用方法を示す説明情報４１が表
示されている。
【００２４】
　裏面片２０は、その裏面に、この隠蔽はがき１の送付元から送付先に通知する、例えば
住所変更情報等の隠蔽情報となる通知情報を記入するための通知情報記入領域２１が設け
られている。裏面片２０の表面には、その全面に地紋印刷２２が施されており、表面片１
０と裏面片２０とが、通知情報記入領域２１が設けられた面が内側となるように折り部３
０を中心として折り畳まれた状態において、通知情報記入領域２１に記入された通知情報
が裏面片２０を透かしても視認しにくくなっている。
【００２５】
　このように構成された隠蔽はがき１は、通知情報記入領域２１に通知情報が記入された
後、表面片１０から剥離紙４０が剥離され、表面片１０の粘着剤５０が塗工された面と、
裏面片２０の通知情報記入領域２１が設けられた面とが対向するように表面片１０と裏面
片２０とが折り部３０を中心として折り畳まれ、その対向する面において粘着剤５０によ
って互いに剥離可能に貼着されることになる。そして、折り部３０とは反対側の辺を見開
き辺として表面片１０と裏面片２０とが剥離されて見開かれることになる。表面片１０に
表示された折り曲げ指示線１２は、表面片１０の裏面片２０との貼着面とは反対側の面、
すなわち表出する面のうち表面片１０の見開き辺側の１つの角部にて、見開き辺とその角
部を介して見開き辺に繋がる辺とを結んで形成されている。それにより、表面片１０及び
裏面片２０の見開き辺側の１つの角部の領域が、表面片１０及び裏面片２０が折り曲げ指
示線１２を折り曲げ線部として折り曲げられた場合に折り返される折り返し部１２ａとな
っている。
【００２６】
　このように、本形態における折り曲げ指示線１２は、表面片１０に一般的に表示されて
いる、文字や図形、模様等とは異なり、折り畳まれた状態の隠蔽はがき１の折り曲げを指
示する機能を有するものである。
【００２７】
　以下に、上記のように構成された隠蔽はがき１の使用方法について説明する。
【００２８】
　まず、図１に示した隠蔽はがき１の送付方法について説明する。
【００２９】
　図２は、図１に示した隠蔽はがき１の送付方法を説明するための図である。
【００３０】
　図１に示した隠蔽はがき１は、隠蔽はがき１の送付元から送付先に通知したい通知情報
を通知情報記入領域２１に記入して送付先に通知するために用いられる。図２（ａ）に示
すように、隠蔽はがき１の送付元から送付先に通知したい通知情報２１ａが通知情報記入
領域２１に記入された後、まず、図２（ｂ）に示すように表面片１０から剥離紙４０が剥
離される。
【００３１】
　すると、図２（ｃ）に示すように、表面片１０の裏面に塗工された粘着剤５０が表出す
る。
【００３２】
　そして、図２（ｄ）に示すように、表面片１０の粘着剤５０が塗工された面と、裏面片
２０の通知情報記入領域２１が設けられた面とが対向するように表面片１０と裏面片２０
とが折り部３０を中心として折り畳まれていき、図２（ｅ）に示すように、表面片１０と
裏面片２０とが重なり合うと、これら表面片１０と裏面片２０とが粘着剤５０によって剥
離可能に貼着されることになる。
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【００３３】
　上述した一連の作業についての説明は、剥離紙４０に説明情報４１として表示されてい
るため、これを参照しながら表面片１０から剥離紙４０を剥離し、表面片１０と裏面片２
０とを貼着することになる。
【００３４】
　このようにして表面片１０と裏面片２０とが粘着剤５０によって剥離可能に貼着された
隠蔽はがき１は、表面片１０に印字された宛先情報１１に従って送付先に送付されていく
。この状態では、通知情報記入領域２１が設けられた面が内側となるように表面片１０と
裏面片２０とが折り畳まれて互いに貼着されているため、通知情報記入領域２１に記入さ
れた通知情報２１ａが第三者に知られてしまうことが回避される。また、裏面片２０の表
面に施された地紋印刷２２によって、通知情報記入領域２１に記入された通知情報２１ａ
が裏面片２０を透かしても視認しにくい状態となる。
【００３５】
　次に、隠蔽はがき１の見開き方法について説明する。
【００３６】
　図３は、図１に示した隠蔽はがき１の見開き方法を説明するための図である。
【００３７】
　図３（ａ）に示すように表面片１０と裏面片２０とが貼着された隠蔽はがき１が送付先
に送付されると、図３（ｂ）に示すように、送付先においてまず、折り曲げ指示線１２を
折り曲げ線部として、表面片１０及び裏面片２０が折り曲げられる。
【００３８】
　図４は、図１に示した隠蔽はがき１が折り曲げ指示線１２を折り曲げ線部として折り曲
げられた際に生じる作用を説明するための図であり、折り曲げ指示線１２近傍の断面図を
示す。
【００３９】
　上述したように表面片１０と裏面片２０とが粘着剤５０によって貼着された状態におい
ては、図４（ａ）に示すように、表面片１０に塗工された粘着剤５０が裏面片２０と貼着
することによって、表面片１０と裏面片２０とが貼着されている。
【００４０】
　この状態から、表面片１０と裏面片２０とが、表面片１０に表示された折り曲げ指示線
１２を折り曲げ線部として折り曲げられると、図４（ｂ）に示すように、剥離可能に貼着
された表面片１０と裏面片２０とにおいて折り曲げによる周径差が生じ、この周径差によ
って、裏面片２０と粘着剤５０との間に図４（ｂ）中矢印方向にずれようとする力が加わ
り、それにより、折り曲げ指示線１２近傍において粘着剤５０に歪みが生じて表面片１０
と裏面片２０とが剥離したり、表面片１０と裏面片２０との接着力が弱くなったりする。
【００４１】
　そして、図３（ｃ）及び図４（ｃ）に示すように、表面片１０及び裏面片２０が元の状
態に戻された状態であっても、表面片１０と裏面片２０との折り曲げ指示線１２近傍にお
いては、表面片１０と裏面片２０とが剥離したり、表面片１０と裏面片２０との接着力が
弱くなったままとなっている。
【００４２】
　その後、図３（ｄ）に示すように、折り部３０とは反対側の辺を見開き辺として表面片
１０と裏面片２０とが剥離されて見開かれていく。この際、表面片１０と裏面片２０とが
折り曲げ指示線１２を折り曲げ線部として折り曲げられることによって折り返された折り
返し部１２ａにおいては、折り曲げ指示線１２の近傍であるために表面片１０と裏面片２
０とが剥離したり、接着力が弱くなっているが、折り返し部１２ａが、表面片１０と裏面
片２０とを剥離して見開く見開き辺側の角部となっているため、表面片１０と裏面片２０
とを容易に剥離して隠蔽はがき１を容易に見開くことができる。
【００４３】
　表面片１０と裏面片２０とが剥離されて隠蔽はがき１が見開かれると、図３（ｅ）に示
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すように、裏面片２０の表面片１０との貼着面に設けられた通知情報記入領域２１に記入
された通知情報２１ａが閲覧可能となる。
【００４４】
　このように本形態においては、表面片１０の表出する面に、表面片１０と裏面片２０と
が見開かれる見開き辺側の１つの角部となる折り返し部１２ａが折り返されるように表面
片１０及び裏面片２０を折り曲げることを指示する折り曲げ指示線１２が表示されている
ことにより、通知情報記入領域２１に記入された通知情報２１ａを閲覧する際に、折り畳
まれた状態における表面片１０及び裏面片２０を、折り曲げ指示線１２を折り曲げ線部と
して折り曲げれば、表面片１０と裏面片２０とが見開かれる見開き辺近傍において、表面
片１０及び裏面片２０の折り曲げに伴って粘着剤５０に歪みが生じることによって表面片
１０と裏面片２０とが剥離したり、表面片１０と裏面片２０との接着力が弱くなったりし
、それにより、表面片１０と裏面片２０とを見開き辺から容易に剥離して見開きやすくな
り、印刷できる情報量を少なくしたり、デザインを損なわせたりすることなく、表面片１
０と裏面片２０とを容易に剥離して見開きやすくすることができる。
【００４５】
　（第２の実施の形態）
　図５は、本発明の隠蔽はがきの第２の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面図、（
ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は裏面図である。
【００４６】
　本形態は図５に示すように、図１に示したものに対して、折り曲げ指示線１１２が、表
面片１１０において見開き辺の近傍に見開き辺に沿って表示されており、それにより、表
面片１１０及び裏面片１２０の見開き辺側の２つの角部を含んで見開き辺に沿う領域が、
折り曲げ指示線１１２を折り曲げ線部として折り返される折り返し部１１２ａとなってい
る点が異なるものである。
【００４７】
　以下に、上記のように構成された隠蔽はがき１０１の使用方法について説明する。
【００４８】
　図５に示した隠蔽はがき１０１は、図１に示したものと同様に、隠蔽はがき１０１の送
付元から送付先に通知したい通知情報が通知情報記入領域１２１に記入された後、表面片
１１０から剥離紙１４０が剥離され、表面片１１０の粘着剤１５０が塗工された面と、裏
面片１２０の通知情報記入領域１２１が設けられた面とが対向するように表面片１１０と
裏面片１２０とが折り部１３０を中心として折り畳まれ、表面片１１０と裏面片１２０と
が粘着剤１５０によって剥離可能に貼着された状態で、表面片１１０に印字された宛先情
報１１１に従って送付先に送付されていく。この状態では、通知情報記入領域１２１が設
けられた面が内側となるように表面片１１０と裏面片１２０とが折り畳まれて互いに貼着
されているため、通知情報記入領域１２１に記入された通知情報が第三者に知られてしま
うことが回避される。また、裏面片１２０の表面に施された地紋印刷１２２によって、通
知情報記入領域１２１に記入された通知情報が裏面片１２０を透かしても視認しにくい状
態となる。
【００４９】
　次に、隠蔽はがき１０１の見開き方法について説明する。
【００５０】
　図６は、図５に示した隠蔽はがき１０１の見開き方法を説明するための図である。
【００５１】
　図６（ａ）に示すように表面片１１０と裏面片１２０とが貼着された隠蔽はがき１０１
が送付先に送付されると、図６（ｂ）に示すように、送付先においてまず、折り曲げ指示
線１１２を折り曲げ線部として、表面片１１０及び裏面片１２０が折り曲げられる。
【００５２】
　表面片１１０及び裏面片１２０が、表面片１１０に表示された折り曲げ指示線１１２を
折り曲げ線部として折り曲げられると、図１に示したものと同様にして、折り曲げ指示線
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１１２近傍において粘着剤１５０に歪みが生じ、表面片１１０と裏面片１２０とが剥離し
たり、表面片１１０と裏面片１２０との接着力が弱くなったりする。
【００５３】
　そして、図６（ｃ）に示すように表面片１１０及び裏面片１２０が元の状態に戻された
後、図６（ｄ）に示すように、折り部１３０とは反対側の辺を見開き辺として表面片１１
０と裏面片１２０とが剥離されて見開かれていく。この際、表面片１１０と裏面片１２０
とが折り曲げ指示線１１２を折り曲げ線部として折り曲げられることによって折り返され
た折り返し部１１２ａは、折り曲げ指示線１１２の近傍であるために表面片１１０と裏面
片１２０とが剥離したり表面片１１０と裏面片１２０との接着力が弱くなっているが、折
り返し部１１２ａが、表面片１１０と裏面片１２０とを剥離して見開く見開き辺に沿った
領域となっているため、表面片１１０と裏面片１２０とを容易に剥離して隠蔽はがき１０
１を容易に見開くことができる。
【００５４】
　表面片１１０と裏面片１２０とが剥離されて隠蔽はがき１０１が見開かれると、図６（
ｅ）に示すように、裏面片１２０の表面片１１０との貼着面に設けられた通知情報記入領
域１２１に記入された通知情報１２１ａが閲覧可能となる。
【００５５】
　このように本形態においては、表面片１１０の表出する面に、表面片１１０と裏面片１
２０とが見開かれる見開き辺に沿う領域となる折り返し部１１２ａが折り返されるように
表面片１１０及び裏面片１２０を折り曲げることを指示する折り曲げ指示線１１２が表示
されていることにより、通知情報記入領域１２１に記入された通知情報１２１ａを閲覧す
る際に、折り畳まれた状態における表面片１１０及び裏面片１２０を、折り曲げ指示線１
１２を折り曲げ線部として折り曲げれば、表面片１１０と裏面片１２０とが見開かれる見
開き辺近傍において、表面片１１０及び裏面片１２０の折り曲げに伴って粘着剤１５０に
歪みが生じることによって、表面片１１０と裏面片１２０とが剥離したり、表面片１１０
と裏面片１２０との接着力が弱くなったりし、それにより、表面片１１０と裏面片１２０
とを見開き辺から容易に剥離して見開きやすくなり、印刷できる情報量を少なくしたり、
デザインを損なわせたりすることなく、表面片１１０と裏面片１２０とを容易に剥離して
見開きやすくすることができる。
【００５６】
　（第３の実施の形態）
　図７は、本発明の隠蔽はがきの第３の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面図、（
ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は裏面図である。
【００５７】
　本形態は図７に示すように、図１に示したものに対して折り曲げ指示線２１２に重なる
ように表面片２１０に易折り曲げ加工となるすじ押し加工２１２ａが施されている点が異
なるものである。
【００５８】
　上記のように構成された隠蔽はがき２０１においては、折り曲げ指示線２１２に重なる
ように表面片２１０にすじ押し加工２１２ｂが施されていることにより、表面片２１０及
び裏面片２２０を、折り曲げ指示線２１２を折り曲げ線部として折り曲げやすくなる。な
お、表面片２１０及び裏面片２２０を折り曲げる向きは、すじ押し加工２１２ｂが施され
ている向きに従うことになる。本形態においては、すじ押し加工２１２ｂが図７（ｂ）に
示すように表面片２１０の粘着剤２５０が塗工されていない面側から施されており、その
面側にすじ押し加工２１２ｂによる凹部が生じているため、表面片２１０と裏面片２２０
とが折り畳まれた状態において表面片２１０が外側となるように表面片２１０及び裏面片
２２０を、折り曲げ指示線２１２を折り曲げ線部として折り曲げることになる。
【００５９】
　（第４の実施の形態）
　図８は、本発明の隠蔽はがきの第４の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面図、（
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ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は裏面図である。
【００６０】
　本形態は図８に示すように、図５に示したものに対して、裏面片３２０のうち、表面片
３１０と裏面片３２０とが折り部３３０を中心として折り畳まれた状態にて折り曲げ指示
線３１２に重なる領域にすじ押し加工３１２ｂが施されている点が異なるものである。
【００６１】
　上記のように構成された隠蔽はがき３０１においては、裏面片３２０のうち、表面片３
１０と裏面片３２０とが折り部３３０を中心として折り畳まれた状態にて折り曲げ指示線
３１２に重なる領域にすじ押し加工３１２ｂが施されていることにより、折り部３３０を
中心として表面片３１０及び裏面片３２０を、折り曲げ指示線３１２を折り曲げ線部とし
て折り曲げやすくなる。なお、本形態においては、すじ押し加工３１２ｂが図８（ｂ）に
示すように裏面片３２０の表面片３１０との貼着面とは反対側の面側から施されており、
その面側にすじ押し加工３１２ｂによる凹部が生じているため、表面片３１０と裏面片３
２０とが折り畳まれた状態において裏面片３２０が外側となるように表面片３１０及び裏
面片３２０を、折り曲げ指示線３１２を折り曲げ線部として折り曲げることになる。
【００６２】
　なお、すじ押し加工は、表面片と裏面片とが折り畳まれた状態にて折り曲げ指示線に重
なる領域に施されていれば、図７や図８に示したような領域や向きで施されているものに
限らず、表面片と裏面片とのそれぞれに施されていてもよい。
【００６３】
　また、図７及び図８に示したものにおいては、易折り曲げ加工として、すじ押し加工を
例に挙げて説明したが、易折り曲げ加工としては、すじ押し加工に限らず、ハーフミシン
加工やハーフスリット加工をシート基材に施すものであってもよい。
【００６４】
　また、すじ押し加工のような易折り曲げ加工が、表面片や裏面片が折り部にて折り畳ま
れた状態にて、折り返し部が折り返されるように表面片や裏面片が折り曲げられる折り曲
げ線部に重なる領域に施されていれば、その領域に折り曲げ指示線が表示されていなくて
もよい。つまり、折り曲げ線部とは、表面片や裏面片が折り曲げられる線状の部位を指し
ており、折り曲げ指示線が存在する場合は折り曲げ指示線と重なる部位となり、折り曲げ
指示線が存在しない場合は易折り曲げ加工と重なる部位となる。
【００６５】
　（第５の実施の形態）
　図９は、本発明の隠蔽はがきの第５の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面図、（
ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は裏面図、（ｄ）は剥離紙４４０を剥離し
た状態の裏面図である。
【００６６】
　本形態は図９に示すように、図１に示したものに対して、表面片４１０の粘着剤４５０
が塗工された領域のうち、折り曲げ指示線４１２に重なる領域において１ｍｍ程度の所定
の幅を有する領域と折り返し部４１２ａとなる領域の全面とにのり殺し印刷４６０が施さ
れている点で異なるものである。
【００６７】
　本形態のように、折り返し部４１２ａとなる領域において粘着剤４５０上にのり殺し印
刷４６０を施すことによって、剥離紙４５０が剥離され、表面片４１０と裏面片４２０と
が折り部４３０を中心として折り畳まれて互いに貼着された場合であっても、折り返し部
４１２ａにおいては表面片４１０と裏面片４２０とが貼着されていない状態となり、それ
により、通知情報記入領域４２１に記入された通知情報を閲覧する際に、表面片４１０と
裏面片４２０とを折り返し部４１２ａから容易に剥離することができる。
【００６８】
　（第６の実施の形態）
　図１０は、本発明の隠蔽はがきの第６の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面図、
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（ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は裏面図、（ｄ）は剥離紙５４０を剥離
した状態の裏面図である。
【００６９】
　本形態は図１０に示すように、図５に示したものに対して、表面片５１０の粘着剤５５
０が塗工された領域のうち、折り曲げ指示線５１２に重なる領域において１ｍｍ程度の所
定の幅を有する領域と折り返し部５１２ａとなる領域の全面とにのり殺し印刷５６０が施
されている点で異なるものである。
【００７０】
　本形態のように、折り返し部５１２ａとなる領域において粘着剤５５０上にのり殺し印
刷５６０を施すことによって、剥離紙５５０が剥離され、表面片５１０と裏面片５２０と
が折り部５３０を中心として折り畳まれて互いに貼着された場合であっても、折り返し部
５１２ａにおいては表面片５１０と裏面片５２０とが貼着されていない状態となり、それ
により、通知情報記入領域５２１に記入された通知情報を閲覧する際に、表面片５１０と
裏面片５２０とを折り返し部５１２ａから容易に剥離することができる。
【００７１】
　なお、図９及び図１０に示したものにおいては、表面片４１０，５１０の粘着剤４５０
，５５０が塗工された領域のうち、折り曲げ指示線４１２，５１２に重なる領域において
１ｍｍ程度の所定の幅を有する領域と折り返し部４１２ａ，５１２ａとなる領域の全面と
にのり殺し印刷４６０，５６０が施されているが、のり殺し印刷４６０，５６０が施され
る領域は、折り返し部４１２ａ，５１２ａとなる領域における表面片４１０，５１０と裏
面片４２０，５２０との単位面積当たりの平均接着力が、折り返し部４１２ａ，５１２ａ
とならない領域における表面片４１０ｂ，５１０ｂと裏面片４２０，５２０との単位面積
当たりの平均接着力よりも弱くなれば、折り返し部４１２ａ，５１２ａとなる領域の一部
のみであってもよく、また、折り曲げ指示線４１２，５１２及び折り返し部４１２ａ，５
１２ａに重ならない領域までに延びていてもよい。なお、のり殺し印刷４６０，５６０は
、折り返し部４１２ａ，５１２ａに対向する領域のみならず、折り曲げ指示線４１２，５
１２に重なる領域において１ｍｍ程度の所定の幅を有する領域に施されているが、これは
ブロッキングを回避するためである。
【００７２】
　また、図９及び図１０に示したものにおいては、表面片４１０，５１０の粘着剤４５０
，５５０が塗工された領域上にのり殺し印刷４６０，５６０を施すことにより、折り返し
部４１２ａ，５１２ａとなる領域における表面片４１０，５１０と裏面片４２０，５２０
との単位面積当たりの平均接着力を、折り返し部４１２ａ，５１２ａとならない領域にお
ける表面片４１０，５１０と裏面片４２０，５２０との単位面積当たりの平均接着力より
も弱くしているが、図９及び図１０に示したものにおいてのり殺し印刷４６０，５６０が
施されている領域に粘着剤４５０，５５０を塗布しない構成としてもよい。
【００７３】
　（第７の実施の形態）
　図１１は、本発明の隠蔽はがきの第７の実施の形態を示す図であり、（ａ）は表面図、
（ｂ）は（ａ）に示したＡ－Ａ’断面図、（ｃ）は裏面図、（ｄ）は折り畳んだ状態の表
面図、（ｅ）は（ｄ）に示したＢ－Ｂ’断面図である。
【００７４】
　本形態は図１１に示すように、図５に示したものに対して、表面片６１０と裏面片６２
０との連接方向の長さについて、裏面片６２０が表面片６１０よりも若干長くなっている
点が異なるものである。
【００７５】
　このように構成することにより、表面片６１０と裏面片６２０とを折り部６３０を中心
として折り畳んで粘着剤６５０によって剥離可能に貼着した状態においては、図１１（ｄ
），（ｅ）に示すように裏面片６２０の一部が表面片６１０と重ならずに突出する段差部
６２３が生じる。これにより、この段差部６２３を摘み代の一部として用いることでも、
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表面片６１０と裏面片６２０とを容易に剥離することができる。特に、表面片６１０及び
裏面片６２０が折り曲げられた場合に表面片６１０と裏面片６２０とが折り返し部６１２
ａにて剥離せずにその接着力が弱まるだけの場合は、表面片６１０と裏面片６２０とがま
だ貼着されている状態であるため、この段差部６２３を摘み代の一部として用いることに
より、表面片６１０と裏面片６２０とを容易に剥離することができる。
【００７６】
　また、段差部６２３が設けられていることにより、表面片６１０及び裏面片６２０が折
り曲げられた場合に、粘着剤６５０の歪みによる表面片６１０と裏面片６２０との貼着状
態の変化を生じやすくし、表面片６１０と裏面片６２０とが折り返し部６１２ａにて剥離
したり接着力が弱まったりする状態を引き起こしやすくなる。
【００７７】
　なお、上述した実施の形態にて示したものにおいては、表面片と裏面片との２つのシー
ト片が折り部を介して折り畳み可能に連接したものを例に挙げて説明したが、２つのシー
ト片にさらに他のシート片が折り部を介して折り畳み可能に連接していてもよい。その場
合、例えば、１つのシート片が薄いものからなる場合に、複数のシート片を重ね合わせた
ものを表面片や裏面片とすることではがきの強度を保たせることが考えられる。
【符号の説明】
【００７８】
　１，１０１，２０１，３０１，４０１，５０１，６０１　　隠蔽はがき
　１０，１１０，２１０，３１０，４１０，５１０，６１０　　表面片
　１１，１１１，２１１，３１１，４１１，５１１，６１１　宛先情報
　１２，１１２，２１２，３１２，４１２，５１２，６１２　　折り曲げ指示線
　１２ａ，１１２ａ，２１２ａ，３１２ａ，４１２ａ，５１２ａ，６１２ａ　　折り返し
部
　２０，１２０，２２０，３２０，４２０，５２０，６２０　　裏面片
　２１，１２１，２２１，３２１，４２１，５２１，６２１　　通知情報記入領域
　２１ａ，１２１ａ　　通知情報
　２２，１２２，２２２，３２２，４２２，５２２，６２２　　地紋印刷
　３０，１３０，２３０，３３０，４３０，５３０，６３０　　折り部
　４０，１４０，２４０，３４０，４４０，５４０，６４０　　剥離紙
　４１，１４１，２４１，３４１，４４１，５４１，６４１　　説明情報
　５０，１５０，２５０，３５０，４５０，５５０，６５０　　粘着剤
　２１２ｂ，３１２ｂ　　すじ押し加工
　４６０，５６０　　のり殺し印刷
　６２３　　段差部
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