
糊跡が残らない開封済みシール(規格サイズ品） 

非転写セキュリティラベル SEC#116 

特  徴 

■ 剥がしても「開封済」の糊が被着体に残りません。 

■ ラベルだけに文字が残り, 貼った商品は汚しません。 

■ 剥がしたラベルは文字が現れ再利用できません。 

■ 別注にて表面への印刷やサイズを自由に指定可。 

用  途 

● ATM・金庫・ドアなど定期的に開ける扉の確認用。 

● 輸送時の商品開梱・開封・盗難・改ざん防止。 
● 食品・医薬品・化学品などの未開封の証明。 
● 在庫・ストック品の保管・管理用に。 

お問い合わせは 

タニムラ株式会社 
クリーン資材部 
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506 
URL:http://www.tanimura.biz/  
E-mail:info@tanimura.biz 
Copyright tanimura corp. All rights reserved. 

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。 

■使用方法 

  ① 本製品で封緘します。 

    貼り付けた状態では文字は出ていません。 

    シールがしっかりと貼り付く面にご使用ください。 

  ② シールを剥がすと文字が現れます。 

    本製品は被着体（商品）に「開封済」文字を残しません。 

    紙類への貼り付け時は紙が破れると文字が出ませんので 

    ご注意下さい。（コート紙には使用可） 

  ③ 一度剥がしたシールを貼り直しても「開封済」は残ります。 

    開封・改竄が一目で分かります。 
 

 

■別注製作について 

  ご指定サイズ・形状に製作ができ、表面への印刷も可能です。 

  約1,000枚以上から承ります。 

  （本製品の規格サイズはサイズ一覧をご覧下さい。） 

 

SEC#116 

（非転写） 

  ※吸湿などで台紙（剥離紙）がカールしている場合がありますが、品質に問題はございません。 



非転写セキュリティラベル SEC#116 

お問い合わせは 

タニムラ株式会社 
クリーン資材部 
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506 
URL:http://www.tanimura.biz/  
E-mail:info@tanimura.biz 
Copyright tanimura corp. All rights reserved. 

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。 

SEC#116－735 
7×35mm 

10枚付/1シート 
15シート 単位 

型番 
サイズ 
体裁 
出荷 

（規格サイズの一覧） 

SEC#116－2070 
20×70mm 

10枚付/1シート 
10シート 単位 

型番 
サイズ 
体裁 
出荷 

SEC#116－1540 
15×40mm 

20枚付/1シート 
5シート 単位 

型番 
サイズ 
体裁 
出荷 

SEC#116－2020 
20×20mm 

20枚付/1シート 
5シート 単位 

型番 
サイズ 
体裁 
出荷 

SEC#116－2050 
20×50mm 

20枚付/1シート 
5シート 単位 

型番 
サイズ 
体裁 
出荷 

SEC#116－3040 
30×40mm 

20枚付/1シート 
5シート 単位 

型番 
サイズ 
体裁 
出荷 

SEC#116－5050 
50×50mm 

10枚付/1シート 
10シート 単位 

型番 
サイズ 
体裁 
出荷 

SEC#116－45195 

45×195mm 
2枚付/1シート 
50シート 単位 

型番 
サイズ 
体裁 
出荷 

※吸湿などで台紙（剥離紙）がカールしている場合がありますが、品質には問題ございません。 



デザインを損なわない開封済みラベル（別注品） 

非転写セキュリティラベル(透明) SEC#116CL 

特  徴 

■ 剥がしても「VOID」の糊が被着体に残りません。 

■ ラベルだけに文字が残り, 貼った商品は汚しません。 

■ 剥がしたラベルは文字が現れ再利用できません。 

■ 印刷や様々な形状に加工できる別注品です。 

用  途 

● 輸送時の商品開梱・盗難・改ざんの防止に。 

● 重要書類・資料・個人情報の漏洩防止に。 
● 食品・医薬品・化学品などの未開封証明に。 
● 証明書・社員証などの写真改ざん防止に。 

お問い合わせは 

タニムラ株式会社 
クリーン資材部 
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506 
URL:http://www.tanimura.biz/  
E-mail:info@tanimura.biz 
Copyright tanimura corp. All rights reserved. 

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。 

■使用方法 

  ① 本製品で封緘します。 

    貼り付けた状態では文字は出ていません。 

    シールがしっかりと貼り付く面にご使用ください。 

  ② シールを剥がすと文字が現れます。 

    本製品は透明なので外観デザインを損ねません。 

    被着体（商品）に「VOID」文字を残しませんが、紙類への 

    貼付けは紙が破れると文字が出ませんのでご注意下さい。 

    （コート紙には使用可） 

  ③ 一度剥がしたテープを貼り直しても文字が確認できます。 

    開封・改竄が一目で分かります。 

 

■製作について 

  様々な形状に加工ができ、表面への印刷も可能です。 

  約1,000枚から製作が可能です。 

  （別注製作品につき、規格サイズはございません） 

※開封文字は「VOID」のみになります。 

SEC#116CL 

（文字が転写しない） 



開封文字からラベルデザインまですべて別注製作 

フルオーダー非転写セキュリティラベル SEC#123 

特  徴 

■ 剥がしても指定の図柄がラベルに現れます。 

■ ラベルだけに文字が残り, 貼った商品は汚しません。 

■ 寸法・デザイン・開封図柄・粘着力すべて別注。 

■ ５万枚以上から製作可能です。※SEC#116もご検討下さい。 

用  途 

● ATM・金庫・ドアなど定期的に開ける扉の確認用。 

● 輸送時の商品開梱・開封・盗難・改ざん防止。 
● 食品・医薬品・化学品などの未開封の証明。 
● 在庫・ストック品の保管・管理用に。 

お問い合わせは 

タニムラ株式会社 
クリーン資材部 
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506 
URL:http://www.tanimura.biz/  
E-mail:info@tanimura.biz 
Copyright tanimura corp. All rights reserved. 

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。 

■使用方法 

  ① 本製品で封緘します。 

    貼り付けた状態では文字は出ていません。 

    シールがしっかりと貼り付く面にご使用ください。 

  ② シールを剥がすと文字が現れます。 

    本製品は被着体（商品）に文字や図柄を残しません。 

    あらかじめ被着体に最適なラベルの粘着力を選定致します。 

  ③ 一度剥がしたシールを貼り直しても「開封済」は残ります。 

    開封・改竄が一目で分かります。 

 

■別注製作について 

  ご指定サイズ・形状・デザイン通りに製作ができ、さらに開封時 

  に現れる図柄や用途に応じた最適な粘着力の選定を行います。 

  完全にオーダー品の為 50,000枚以上から製作を承ります。 

  お急ぎやご使用枚数が少ない時はSEC#116をご検討下さい。 

紫色 ・ レンガ調 

   貼ったシールを剥がすとレンガ模様が白く現れます。 

（開封前） （開封後） 

青色 ・ 「VOID」文字 

   貼ったシールを剥がすと「VOID」文字が白く現れます。 

円形ラベル 

貼ったシールを剥がすと「×」や水玉模様を残して白くなります。 

剥がすと現れる図柄は自由にデザインできます。 

ラベルや開封文字のデザイン例 

 



SECシリーズ 性能比較表 

セキュリティ対策・開封防止シリーズ 

お問い合わせは 

タニムラ株式会社 
クリーン資材部 
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506 
URL:http://www.tanimura.biz/  
E-mail:info@tanimura.biz 
Copyright tanimura corp. All rights reserved. 

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。 

包装・梱包用テープ （転写式） 

製品名 型 番 方 式 対象物 色 規格サイズ 

 スーパーセキュリティ梱包テープ SEC#125 「VOID」 
ダンボール・紙 

樹脂容器・ポリ袋 
青 ○ 

 セキュリティ超重梱包用テープ SEC#113 ６ヶ国語 超重量ダンボール箱 ベージュ ○ 

※紙以外…ラベルを剥がしても破れない紙は使用可能。（コート紙など） 

その他 

 封印結束ワイヤー SEC#117 ワイヤー結束 穴に通して結束封緘 5色 ○ 

 セキュリティ梱包ラップ SEC#119 包み隠す 指定無し 黒 ○ 

転写式ラベル 

 汎用セキュリティラベル  
SEC#120 「開封済」or「VOID」 

紙以外※ 
銀 ○ 

SEC#120CL □透  □明  × 

 紙用セキュリティラベル SEC#124 「VOID OPEN」 紙・封筒・ダンボール 赤 ○ 

 全転写セキュリティラベル SEC#122 全面転写 曲面にも対応 (オーダー) × 

｢開封済｣ 

非転写ラベル 

 非転写セキュリティラベル  
SEC#116 ｢開封済｣ 青 ○ 

SEC#116CL 「VOID」 □透  □明  × 

 フルオーダー非転写ラベル SEC#123 (オーダー) (オーダー) 特注品※ 

紙以外※  

剥がせないラベル 

 剥がすと破れるセキュリティ SEC#112 破壊式 白 × 

 屋外対応 永久表示セキュリティ SEC#126 屋外対応 白 × 
硬質面 

※紙以外…ラベルを剥がしても破れない紙は使用可能。（コート紙など） 

※特注品…通常は製作しておりません。 


