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紙袋のコストを

劇的に下げる BOOK
オーダー

同じデザインでもちょっとした工夫で大幅コストダウンができる
紙袋制作に役立つコツとオーダープランをご紹介

CONTENTS

オリジナル紙袋を安く作るための 3 つのコツ………P2
今お使いの紙袋を、見た目を変えず安くする方法… P3

オーダープラン … P4

紙袋の素材の選び方 … P7

1. ジャストニースフルオーダー

5. ボトルサイズオーダー

2. 規格サイズオーダー

6. 小ロット

3.A4 サイズオーダー

7. カラークラフト

4. ギザカットフレキソ印刷

8. セミオーダー

オリジナル紙袋を激安で作るなら
井上工業所におまかせください！

有限会社 井上工業所

〒534-0011 大阪府大阪市都島区高倉町 1-3-18

・紙の種類

・手提げ紐の種類

・表面加工について

製作事例とご注文の流れ … P8

… P7

 06-6925-3154
http://ino-ue.jp/

ル紙
オリジ ナ

袋を

る
作
安く

ツ
コ
の
3つ

紙袋のコストを下げる方法は色々あります。
最も大きな効果が得られるのが、次の 3 つの方法です。
ご予算ありきで紙袋を作る場合は、素材やプランを
先に決めます。デザインの前にご一読下さい。

カフェなどでよく見かけるあの紙袋です

量産専用の廉価版紙袋なら、10 円台！
通常の紙袋は、口周りに厚紙を挟み、様々な用途に耐えられる強度を持た
せています。しかし、中身がサンドイッチやちょっとした小物など、軽い物な
らそこまでの強度は要りません。廉価版の紙袋である「ギザカットフレキソ
印刷オーダー」をご利用下さい。原紙ロールを 1 本使いきり、できたぶん
だけお納めする「出来高納品制」となります。およそ 1 万枚以上の大量
生産におすすめです。

けて
濃 淡をつ
1 色でも
素 敵に★
と
る
を変え
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フルカラーより 2 色刷り。2 色刷りより 1 色刷り

印刷色の数を減らすと、一気にダウン
印刷費を大きく占めるのは、インク代ではありません。印刷の手間賃です。
フルカラー印刷は 4 色で印刷するので、4 枚の版を用意します。1 色ずつ
版とインクをセットして印刷機に通す作業を 4 回繰り返します。2 色刷りな
らその作業は 2 回に。1 色刷りなら 1 回で済むので、手間も時間も大幅に
短縮されます。コストダウンを狙うなら、1 色印刷でデザインしましょう
！

安価な紐と紙を使って、無駄をそぎ落とす

一番安くなる「組み合わせ」はこれです！
オリジナル紙袋は、紙、紐、加工、印刷、紐の取り付け方、サイズを自
由に選ぶことができます。この中の、加工は必須ではないので使いません。
サイズは必要を満たすために縮小はできないので無視します。そして、紙と
紐は右の最も安価な素材を選びます。紐の取り付け方は、安い「OFJ タ
イプ」（機械で貼り付ける方法です）を選択して下さい。これだけで、お客
様の最安紙袋が完成します！
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今お使いの紙袋を一枚弊社にお送り下さい。今よりも安い見積もりを出します！
もし安くならない場合は、少しだけ仕様の変更をご提案します。
見た目はほとんど変わらずに、ちょっと素材を変えるだけでコストダウンが可能です。

手提げ紐を変える

紙の厚さや種類を変える

アクリル平ヒモをアクリル丸ヒモに、アクリル丸ヒモを紙紐に、紙紐

同じ白色用紙でも高価な紙や安価な紙があります。紙は「インクのノ

を PP 紐になど、紐を交換することをご提案します。太さではあまり価

リの良さ」で決めますが、デザインによっては高価な紙のメリットを感じ

格が変わらないので、種類を変えるのがおすすめです。

ないことも。紙を変えたり、少し薄くしたりしてランクをこっそりランクを
落としましょう。

アクリル紐

PP 紐

コート紙

片艶晒クラフト

加工を変える、やめる

紐の取り付け方 OFJ タイプにする

表面加工で最も高価なのは、PP 加工です。これをニス引きにするだ

紙のの紐の取り付け方には、穴を空けて紐を通す「穴タイプ」と、

けで安くなります。質感は変わりますが、印刷保護という目的はどちら

機械で貼り付ける「OFJ タイプ」があります。穴タイプは工程に人の

でも同じように果たすことができます。色落ちが心配ないデザインなら、

手が多く必要になるので、工賃が割高です。安さを実現するなら

加工なしでも OK です。

OFJ タイプに変えましょう。

PP 加工

ニス

穴

OFJ

サイズから選ぶ

オリジナル紙袋は、まずオーダープランを先に決めます。オーダープラ

オーダープラン

ンは、中に入れる物のサイズから割り出します。中身にプラスして周囲
に 1 センチ以上空けたサイズにすると使い勝手がよい紙袋になります。

ORDER PLANE

ジャストニーズフルオーダー
規格サイズが当てはまらない場合に
フルオーダーは、
サイズすべてを自由設計するプランです。規格サイズオーダー

FREE SIZE

の方がお得なので、フルオーダーは規格サイズに当てはまらない場合のみご
利用をおすすめします。ケーキ用のマチの広い物、アパレル用のような横長
に大きい物、ジュエリー用のような超小型の紙袋が該当します。

こんな場合におすすめ！
特殊な形状の紙袋が欲しい

40 円台/ 枚

特殊な大きさの紙袋が欲しい
商品サイズに合う紙袋が欲しい

150 円台/ 枚

120 円台/ 枚

バウムクーヘン用。マチと横

高級なお米の紙袋。マチを

お弁当を寝かせて入れられる

幅を商品サイズに合わせて

薄くして中身が立つ設計です

飲食店の紙袋です

います

規格サイズオーダー
幅とマチが固定。高さは自由
規格サイズは工場にラインを常設することで稼働率を上
げ、破格を実現しています。入れる物の横幅と奥行き

なら
が合う
サイズ おトク！
一番

ワイド

ワイド

ワイド
160mm
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90
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220mm

120
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100
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mm

の長さが右のいずれかに合うなら、規格サイズオーダー
が断然お得です。長さは自由に設定することができます。

こんな場合におすすめ！

ワイド

ワイド

安く紙袋を作りたい
色々考えずに簡単に紙袋を作りたい

320

280

280mm

80
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320mm

110
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A4 サイズオーダー
ギザカットフレキソ印刷オーダー

A4サイズオーダー
書類やカタログにジャストサイズ！

360

A4 サイズに広めのゆとりを持たせ、様々なファイルに対応するベストを大きさ

mm

に設定しました。クリアファイルを始め、大判のリングファイルなどほとんどの
ファイルに対応します。マチは 80mm あるので、500ml のペットボトルを入れ
ることができます。セミナー、企業展などのイベントでも便利です。

80
mm

280
mm

こんな場合におすすめ！
A4 ファイルを入れる紙袋が欲しい

130 円台/ 枚

資料専用の紙袋を作りたい
既製の紙袋だと資料が折れる

70 円台/ 枚

90 円台/ 枚

ベタ印刷に PP 加工を施

黒一色印刷でナチュラル

薄手のセーターなら余裕で

すと式典でも使えるリッチ

に。住宅メーカーの資料用

入ります。アパレルでのご

な雰囲気

紙袋です

利用も！

大量生産向き

1 枚 10 円台 〜超激安破格！でのご提供！

ギザカットフレキソ印刷オーダー


通常の紙袋の廉価版です。やや仕様が簡素になりますが、そのぶんコストダ

提げ手は紙平ヒモ
本体内側貼付けタイプ
本体色と同色に限ります


紙袋の切り口は

ウン効果は絶大です。1 万枚を目安とした大量生産のみとなります。フレキ
ソ印刷という印刷方法を使うため印刷内容はベタのみ。網点による階調や
混色はできません。

ギザギザにカット
されています。

枚数と
価格の
目安

小サイズ 約 15,000 枚〜

1 色印刷で 10 円台〜

中サイズ 約 7,000 枚〜

1 色印刷で 20 円台〜

大サイズ 約 6,000 枚〜

1 色印刷で 30 円台〜

使用用紙は限定となり、片艶晒クラフト

 （白色）・晒クラフト（白色）・未晒クラ
フト（茶）からお選びください。

※ギザカットフレキソ印刷オーダーは海外生産です。納期も通常紙袋よりも
長めになります。詳しくはお問合せ下さい。

20 円台/ 枚

10 円台/ 枚

10 円台/ 枚

パン屋さんの紙袋。2 色印刷

洋菓子店の紙袋。一色印刷

木工工房の紙袋。量産してい

でも華やかさがあります

でコストを抑えています

るので破格でご提供できました

サイズから選ぶ

オーダープラン

ボトルサイズオーダー

ORDER PLANE

規格サイズ小ロットオーダー
カラークラフトオーダー・セミオーダー

30 円台 / 枚

ボトルサイズオーダー
ワインボトルに近い大きさに設計した規格サイ

350

ズの紙袋です。底の形状はやや長方形なので、

mm

底が正方形の瓶専用紙袋よりお値段を安くす

90

140 円台

ることができました。お酒やジュースなどの瓶だ

mm

/枚

けでなく、細長い商品にもおすすめです。

160
mm

120 円台

規格サイズ
小ロットオーダー
FREE

/枚

通常の規格サイズオーダーは 500 枚からのご

170 円台

注文となりますが、そのうち「320 ワイド」の

110
mm

320

み 300 枚からの小ロットでも製造可能です。

/枚

必要枚数が少ない時にご検討下さい。

mm

カラークラフトオーダー
すべてのプランの紙袋は、カラークラフト紙に変更す
ることができます。カラークラフト紙は紙そのものを染
色しているので、裏側まで色がつきます。白い紙も視
認性が高くなります。

セミオーダー

既製品の紙袋に箔押しのみできるプラン
です。組立済みの紙袋を使用するため、
紙、紐、印刷、加工は選ぶことができま
せん。100 枚からご注文可能です。

プラハンドル
グロスラミネート

トなら
クラフ
カラー 麗！
綺
内側も

箔押し
短納期

A4 ファイル対応
カラークラフト

上品な定番カラーに PP

手触りの柔らかいカラーク

加工を施した紙袋。高い

ラフト紙を使用したカジュ

強度と高級感があります。

アルな紙袋

スタンダード
GOODクオリティ

スタンダード
フレンドリー

しっかり立つ芯入りのアク

左の紙袋と似ています

リル丸ヒモを使用。マット

が、こちらは表面加工な

PP で高級感があります

しで少しお安い紙袋です

選べる

紙袋の素材一覧

MATERIAL

紙

紙・手提げ紐・表面加工

手提げ紐

未晒クラフト紙

晒クラフト紙

PP ヒモ

紙単丸ヒモ

原料のパルプの色をいかした
無漂白のクラフト紙。絡み合

未晒クラフト紙を白く漂白した

ポリプロピレンのテープをロー

紙テープをよって作った紐。

細い紙単丸ヒモを三本合わ

紙。ふんわりした手触りがあ

プ上にした紐。軽く丈夫で最

細くても自立します。リサイク

せて、撚り合わせて作られて

う繊維が長いため強度が高い

るので和風デザインに合う

も安価。32 色あります

ル可能。24 色あります

います。全 21 色あります

片艶晒クラフト紙

半晒クラフト紙

エクセルフィラメント

アクリル丸ヒモ

紙三本ヒモ

アクリル平ヒモ

晒クラフト紙の片面をプレスし

未晒クラフト紙を少しだけ漂

絹糸のように光沢のあるポリ

アクリルの糸でできた紐。巾

て平滑処理した紙。晒クラフ

白した紙。明るい薄茶色。

エステルの糸を編んだ紐。

着やウエストの紐に使われま

アパレルの紙袋によく使われ

ト紙よりも印刷がよく乗ります

封筒によく使われます

高級感がある。30 色展開

す。48 色あります

ます。36 色展開

コート紙

カラークラフト紙

ハッピータック

小判抜き

上質紙をベースにコート剤を

クラフト紙に着色した紙。髪の

プラスチック製のハンドル。

金型で紙袋に穴を開けます。

塗布した紙。印刷適性が高

製造工程で着色するため、裏

凹凸を合わせると閉じること

やや平つぶれになった穴を開

く、写真様の表現ができる

側も断面も色がついています

ができる。14 色あります

けるのが一般的です

アクリル糸を織ったテープ。

ージに
ンイメ
デザイ ブヒ！
る
合わせ

表面
加工
PP 加工

マット PP 加工

OP ニス

マットニス

ポリプロピレンのフィルムを印刷

マットに仕上げたポリプロピレン

樹脂を塗って印刷面を保護する

印刷面に樹脂液を塗布し、紙

面に貼り付けて印刷を保護する

フィルムを使うPP 加工。さらっ

方法。PP 加工ほどの強度や光

や印刷を保護する加工です。ギ

加工です。色落ちの防止だけで

とした手触りと柔らかい光沢感が

沢はありませんが、安価に色落

ラギラした光沢は出ませんが、

なく、撥水性や光沢が得られ、

得られ、優しい雰囲気になりま

ちを防ぐことができます。紙袋全

マットで上品な仕上がりになりま

強度もアップ。印刷の発色もよ

す。文庫本のカバーや様々な包

面ではなく部分的な塗布も可

す。紙袋全体に色をつけた場合

くなります

装に使われます

能。マットタイプもあります

の色落ちを防ぎます。

紙袋制作事例

テレビ大阪様が制作した

機体にデザインされた

つややかに丈夫に仕上げた

人気テレビ番組の販促用紙袋

天草エアライン様の紙袋

富士スピードウェイ様の紙袋

オーダー：規格サイズオーダ（260）

オーダー：規格サイズオーダ（220）

オーダー：A4 サイズオーダー

印刷：4 色印刷

印刷：4 色印刷

印刷：2 色（K、特色）

表面加工：マット PP 加工

表面加工：PP ラミネートグロス

表面加工：PP ラミネートグロス

提げ手：穴タイプ、紙三本ヒモ

提げ手：穴タイプ、アクリル丸ヒモ

提げ手：穴タイプ、アクリル丸ヒモ

ご注文の流れ
STEP1

STEP2

STEP4

STEP5

STEP6

テンプレート
データのご送付

ご了承後
印刷

納品

STEP3
Ai Ps

お問い合わせ

お見積り
メール

デザイン
データのご送付

井上工業所のホームページから見積もりをご依頼ください。入稿データは illustrator
形式で作成してください。お客様から入稿いただいたデータを紙袋の展開図に落とし

お支払いについて

込み、確認用としてお送りします。修正がございませんでしたら校了のご連絡をお願い

銀行振り込みの前払いにてお願いいたします。

します。最長 25 日〜 35 営業日で発送いたします。

オリジナル紙袋を激安で作るなら
井上工業所におまかせください！

有限会社 井上工業所

〒534-0011 大阪府大阪市都島区高倉町 1-3-18

入金確認後に製作を開始します。

 06-6925-3154
井上工業所

検索

