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エーワン™ ブランドが、飲食店や小売業の表示・パッケージ用ラベル作りをサポート！
は

はじめてでもオリジナルのパッケージラベルが作成できる
用途やサイズなどから最適なラベルを探せる特設サイトもオープン！

スリーエム ジャパン株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：宮崎裕子 ）が展開するエー
ワン™ ブランドはこのたび、飲食店や小売業向けに表示・パッケージ用ラベルシールをより手軽に作成
するためのサポートを強化します。

新しい生活様式における飲食のシーンでは、テイクアウトや通信販売などの利用が浸透してきていま
す。それにともない、飲食店や小売業においては、テイクアウト・通信販売商品の表示・パッケージ用
ラベルに対するニーズが高まっています。
そこで、さまざまな用途にあわせたラベルシールをラインナップしているエーワン™ ブランドでは、
表示・パッケージにおすすめの３つの素材のラベルシールに新しい面付け製品を 6 月に新発売しまし
た。また、8 月には表示・パッケージ用ラベルの特設サイトをリニューアルオープンし、ラベル屋さん™
ソフトの表示・パッケージデザインテンプレートを追加しました。これにより、はじめてでも手軽に、
少量でも低コストで、デザイン性の高い表示・パッケージ用ラベルを作成することができます。
① 表示・パッケージ用途におすすめの３つの素材に新サイズを追加した製品を発売

超耐水タイプ

水に強いタイプ

クラフト紙タイプ

やイラストが水に濡れてもにじまず、紙の

ラベルシールです。ラベル基材に耐水性が

ルな雰囲気のあるラベルが作成可能です。

インクジェットプリンタで印刷した文字
表面が破れにくい加工のため、冷蔵保存す
る製品におすすめです。

レーザープリンタでの印刷適性に優れた

あるため、冷蔵保存する製品におすすめで
す。

クラフト紙ならではの風合いで、ナチュラ
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② 表示・パッケージ専用サイトを開設し、ラベル選びがよりスムーズに！
「ラベルの種類が多く、最適なラベルを選べない」というようなお悩みも、専用サイトにアクセ
スして頂くだけで解決できます。用途や素材、カタチ・サイズなど最小限の情報から、最適なラ
ベル選択が可能になります。

※専用サイト URL：https://www.a-one.co.jp/product/package_label/
③ ラベル屋さん™ ソフトに表示・パッケージ用のデザインテンプレートを追加
「イチからデザインを考えるのは難しい」といようなお悩みにもお応えできるよう、表示・パッケージ
用のデザインテンプレートを追加しました。お好きなデザインテンプレートを選ぶだけでパッケージラ
ベルを手軽に作成できます。
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【使用例】
■テイクアウト向けのパッケージや成分表示に
表示する内容に合わせ、いろいろなサイズをご用意しています。商品の大きさに合わせてカットするなどの
手間が不要です。

■冷蔵保存など水滴が気になる商品に
基材に超耐水性のラベルシールを使用しているため、結露による印字のにじみや表面の破れ、ラベルが剝
がれ落ちる心配がありません。

■商品やお店の雰囲気に合わせたパッケージに
ナチュラルな風合いのクラフト紙や下地を活かせる透明フィルム、高級感を演出するゴールドフィルムな
ど、豊富なデザインテンプレートを活用し、誰でも手軽に商品の雰囲気に合わせたパッケージラベルが作れ
ます。

3M 2021. All Rights Reserved

【製品仕様】
■エーワン™ ラベルシール
製品名

品番

62224

62244

エーワン™ ラベルシール

62295

[インクジェットプリンタ]
超耐水 マット紙/光沢紙

64224

64244

64295

313369

エーワン™ ラベルシール
[レーザープリンタ]
水に強いタイプ

31370

31372

イメージ

入り数

（片数）
20 シート

（480 片）

20 シート

（880 片）

20 シート

（1900 片）

10 シート

（240 片）

10 シート

（440 片）

10 シート

（950 片）

20 シート

（160 片）

20 シート

（200 片）

100

シート

（1200 片）

仕様
エーワン™ ラベルシール[インクジェット]
超耐水 マット紙

A4 判 24 面 上下余白付
エーワン™ ラベルシール[インクジェット]
超耐水 マット紙

A4 判 44 面 四辺余白付
エーワン™ ラベルシール[インクジェット]
超耐水 マット紙

A4 判 95 面 四辺余白付 角丸
エーワン™ ラベルシール[インクジェット]
超耐水 光沢紙

A4 判 24 面 上下余白付
エーワン™ ラベルシール[インクジェット]
超耐水 光沢紙

A4 判 44 面 四辺余白付
エーワン™ ラベルシール[インクジェット]
超耐水 光沢紙

A4 判 95 面 四辺余白付 角丸

希望小売価格
（税抜）

1,760 円

1,760 円

1,760 円

1,320 円

1,320 円

1,320 円

エーワン™ ラベルシール
[レーザープリンタ]
水に強いタイプ

1,760 円

A4 判 8 面 四辺余白付

エーワン™ ラベルシール
[レーザープリンタ]
水に強いタイプ

1,760 円

A4 判 10 面 四辺余白付

エーワン™ ラベルシール
[レーザープリンタ]
水に強いタイプ

7,700 円

A4 判 12 面 四辺余白付 角丸 徳用
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31751

エーワン™ ラベルシール
[プリンタ兼用]

クラフト紙・ダークブラウン

31753

31755

15 シート

（405 片）

15 シート

（975 片）

15 シート

（180 片）

エーワン™ ラベルシール[プリンタ兼用]
クラフト紙・ダークブラウン
A4 判 27 面

四辺余白付

1,100 円

角丸

エーワン™ ラベルシール[プリンタ兼用]
クラフト紙・ダークブラウン
A4 判 65 面

四辺余白付

1,100 円

角丸

エーワン™ ラベルシール[プリンタ兼用]
クラフト紙・ダークブラウン
A4 判 12 面

四辺余白付

1,100 円

角丸

【ラベル屋さん™ ソフトとは】
ラベルシールやカード用紙などへ簡単にオリジナル印刷ができるソフトウェアです。年間 4000 万回
以上起動されており、ラベル印刷の定番ソフトです。直観的に操作ができるので、作りたいときにすぐ
にラベルやカードを 1 シートから作成が可能です。また、今回新たに追加した「パッケージ用ラベル」
をサポートするデザインテンプレートの他、5000 種類以上のデザイン
テンプレートがあるので、様々なシーンへの対応が可能です。ソフト
ウェアだけでなく、豊富なデザインテンプレートや画像・素材も無料
でご利用頂けます。
※3M、A-one、エーワン、ラベル屋さんは 3M 社の商標です。
プレスリリースに掲載している内容は発表時点の情報です。
最新の情報とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

＜製品に関するお客様お問い合わせ先＞
スリーエム ジャパン株式会社 文具・オフィス事業部
https://www.3mcompany.jp/office
TEL：0120-112-621（受付時間 平日 9：00〜17：00）
【 3M について】
3M (本社：米国ミネソタ州)は、人びとの日々の暮らしをより豊かにするために、世界中のお客様と連携しながら、サイ
エンス（科学）を活用しています。グローバルな課題の解決に向けて、3M が取り組んでいる創造的なソリューションの詳細
は、www.3M.com または Twitter の@3M、@3MNews をご覧ください。また、3M ジャパングループについては
www.3mcompany.jp をご覧ください。
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