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NICO  LABELING MACHINE ラベリングマシン

Self-made all in one!
Adhesive coating system.

ラベル事業部
〒470-0151　愛知県愛知郡東郷町諸輪尼ヶ根 34-2　TEL 0561-20-5564　FAX 0561-39-2600

剥離紙を使用しないNICOオートラベラー

パターンコートラベル、糊消し加工ラベル対応タックラベラー

ゴミになっていた剥離紙を使いません。
CO₂削減効果を得られ環境に優しくエコ対策に
適しています。
剥離紙巻取りユニットが不要でコンパクトな
ラベラーです。

ゴミ

ゼロ

ライナーレスラベルは、剥離紙付ラベルと
同じ巻径で約２倍のラベルが巻けます。
ラベル巻き枚数が約２倍に増えることで、ラベル交換
回数が1/2になり、剥離紙付ラベラーと比較して
ラベルの交換回数が大幅ダウンになります。

2倍

ロジラベラー　NL-30C

ライナーレス・サーマル（感熱）ラベル専用ラベラー

・高品質印字プリンター搭載。

・物流現場、ロジセンターに最適。

ステップラベラー　NSL-100

ライナーレス・ステップラベル専用ラベラー

・各種変型ラベルをライナーレスで貼付可能。

・製品ラベル、アテンションラベルに最適。

テープラベラー　NTL-200

ライナーレス・テープラベル専用ラベラー

・テープ型ラベル（スクエア）をライナーレスで貼付可能。

・製品ラベル、同巻きラベルに最適。

NICOオートラベラー　NLM-300

・ラベルの粘着面積が５０％以下でも自働貼り可能。

・糊消し印刷加工が不要。

・一般タックラベル（全面糊）でも使用可能。



粘着剤塗工・印刷加工・抜き加工を“ワンストップ”で
製造するNICOのラベル

5つのメリット

ラベル用粘着剤の種類 用途に応じて選択可能

水性エマルション
（アクリル系）

ホットメルト
（アクリル系）

ＵＶ硬化型

微球タイプ 紙　系

コート紙（アート）

コート紙（キャスト）

上質紙

サーマル紙

フィルム系

白ＰＰ

透明ＰＥＴ

白ＰＥＴ

蒸着ＰＥＴ（銀）

選べるラベル粘着剤

台紙付ラベルの特徴

ライナーレスラベルの特徴

ステップラベル

ＮＩＣＯラベル事業部の特徴
● 台紙付ラベル、ライナーレスラベルを粘着剤塗工、印刷加工、抜き加工までワンストップで製造します。

● 規格原紙以外の基材をラベル化可能です。（巻取原紙に限ります。）

● 台紙付ラベル、ライナーレスラベル用オリジナルオートラベラーが生産効率アップに役立ちます。

● 粘着剤の全面塗工、パターンコートが可能です。

● パターンコート加工により、必要な個所に粘着剤の塗工が行えます。

　 糊消し印刷加工やタック原紙のスリット塗工が不要です。

製品ラインナップ

※詳細は当社へご相談ください。上記以外の粘着剤も取扱っております。

全面塗工 パターン塗工例

…糊部分

選べるラベル素材

粘着剤のパターンコートが可能です

自社粘着塗工
ラベル

ライナーレスラベル

従来型タック原紙
加工ラベル

タックラベル

（剥離紙レス、減量ラベル）

（台紙付ラベル）

ステップラベル（ロール） ステップラベル（シート）

テープラベル（感熱紙） テープラベル（汎用品）

ステップラベル（ロ ル）
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ラベル基材原紙

剥離紙 ラベル製品巻取

ラベル

NICOオリジナル印刷加工装置概略図製品化の流れ

パターンコート加工例

〈ラベル表面〉 〈ラベル裏面〉

粘着剤塗工部

台紙付ラベル原紙を使用せずにラベル製造を行います。

ＵＶ印刷ユニット
一般的な
ラベル会社

製紙メーカー・粘着剤メーカー タック加工メーカー 一般的なラベル印刷
メーカー

製紙メーカー・粘着剤メーカー ＮＩＣＯラベル事業部

NICO

New

Self-made all in one!
Adhesive coating system.

パターンコートラベル

従来品（台紙付ラベル）と　　　　　　　 の構造比較

ラベル基材

粘着剤

剥離剤（シリコン）

剥離紙（台紙）

剥離剤（シリコン）

粘着剤

ラベル基材

● 従来品（台紙あり）

●

従来品（台紙付ラベル）と TAPE LABELの構造比較

● 従来品（台紙あり）

● TAPE LABEL

ラベル表面に剥離剤を加工することによってラベルと台紙の
機能を一体化しました。
連続するラベルを階段状に重ねることによって台紙を使用し
ないロールラベル。
（シートタイプは、台紙付ラベルより台紙面積が約75%カット）

テープラベル

ラベル・シールと同様の基材と印刷加工が行えるテープです。
小ロット生産が可能です。（受注ロット 500㎡から）

ラベルロール交換 ライナーレスラベルは通常の台紙付ラベルと比較して、同じ大きさのロールに約2倍のラベルが巻け
るため、ロール交換の段取り替え回数が半分の回数で済みます。1/2

廃棄するための手間
ライナーレスラベルは通常のラベルと違って台紙がありません。
今までラベルロールを使用した後に出ていた台紙のゴミ。ライナーレス
ラベルならそのごみを廃棄する手間と費用が不要です。

ん
0円 ラベル保管スペース

ライナーレスラベルのロールと通常の台紙付きラベルのロール。同じ枚
数でそれぞれ大きさえを比較すると、ライナーレスラベルは約3/4。在庫
スペースが今までより広く使えます。

ベルのロール 同じ枚
25%UP

ラベルロールの重さ
ライナーレスラベルのロールと通常の台紙付きラベルのロール。
同じ枚数でそれぞれの重さを比較すると、ライナーレスラベルのロール
は重さ約１/2。今までの半分の力でロールが運べます。

ラベルのロール
50%OFF CO₂排出量

台紙を使用しないラインーレスラベルは、ラベルの原材料の調達から使
用後の廃棄までの各工程で排出される CO₂を大幅に削減することがで
きるため、CO₂削減のための手間を軽減します。

ルの原材料の調達から使
52%CUT
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