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ファルカタ材は，当社工場での仕組み加工時に端材
がでないよう，幅は3寸6分から7寸2分まで，長さは
520mmから910mmまで，厚さは1.5～4mmまでイン
ドネシアの協力工場で切りそろえて入れています（写

真1）。材の寸法が細かく分かれているのは，組み立
てる折箱の寸法・仕様がきわめて多岐にわたるため
で，当社が扱っている仕組み材は全体で数千種類，主
要製品でも500種類にはなります。そのため，相当量
のファルカタ材ストックを持つ必要があり，負担には
なっています。その一方，昨今のようにコンテナ輸送
の経路が乱れ，入荷に時間を要した際には，豊富な在
庫が工場の稼働を継続するのに大いに役立つことにな
りました。当社では，材積に換算すると，おおよそ
450㎥/年の仕組み材を生産しています。この仕組み材
の提供に欠品を起こしてしまうと，お弁当屋さんをは
じめ，折箱の利用者にたいへんな迷惑をかけてしまい
ます。そのため，インドネシアの工場から航空便で材
を運び，加工，納入することもあります。

ちなみに，経木は合板に用いる単板のようにテープ
で幅はぎすることはしません。そのため，インドネシ
アの工場では定尺加工する際に端材が多く出ます。そ
れらは，アイスクリームのへらなどに使われているよ
うです。
当社工場での作業の流れは次のとおりです。
①ファルカタ材の表面に折れ防止のための紙または

フィルム（写真2）を貼る
②長さ，幅を切り揃える
③折り曲げ部のノコ溝もしくはV溝加工（写真3，4）
④梱包・出荷
写真4のV溝でわかるように，溝の切削深さは材の

厚さにほぼ等しく，外側のフィルム一枚で一体に保た
れている状態になります。このような溝加工をするた
め，ファルカタ材の厚さにムラがあると，溝加工で切
断したり，逆に溝が浅くて折り曲げられなかったりな
どのトラブルを招くことになります。
折り曲げ部は，ノコ溝，V溝加工によって，それぞ

れ写真5のような形状の角になります。角丸（かどま
る）は関西で，角角（かどかく）は関東で多い傾向に
あります。

経木をエゾマツ，シナからファルカタに切り換えた
際，加工装置の自動化を積極的に進めました。その背
景は，

1) 人件費の削減と生産能力の向上，
2) 労災の防止，
でした。
加工装置の自動化によって，熟練した職人でなくて
も作業に携われるようになりました。現在，女性の作
業員が多くを占めています。また，1人の作業者が4
種類程度の加工を一度にできるようになったことで生
産性が一気に向上しました。木材を扱う仕組み加工事
業者の中で，生産性は当社が一番だと自負していま
す。
仕組み加工では，細かな溝切削作業が多いことも
あって，かつては，丸鋸による指の怪我が絶えません
でした。それが，加工装置の自動化によって，この

10年以上，労災を1件も起こしていません。
加工装置の自動化に関してもう一つ自負しているこ
とは，使用している自動化装置の半数以上は当社で考
案・設計したオリジナルであることです。そして，道
外の同業事業者さんにも技術を解放し，使ってもらっ
ていることです。

■今後への思い
道産原料への回帰を考え，トドマツの利用を試みた
ことがあります。ですが，節でロータリーレースの刃
が欠けたり，折箱に盛ったご飯に独特のにおいがつい
たりなどのために適さないことがわかりました。ま
た，当社ではありませんが，カラマツの利用を試みた
例では，やはりにおいが課題になり，定着することは
ありませんでした。結局，ある程度の量を作り，供給
するに適した材料はファルカタしかなく，市場に出て
いる木製折箱の8割くらいはファルカタ製だと思いま
す。
海外では木箱の製造技術が乏しい一方で，プラス
チック使用に対する規制が日本より厳しいので，需要
が生まれるかもしれないと考えています。実際，
ニューヨークの持ち帰り寿司店からオファーがあった
ことがあります。折悪しく，商談の時期が新型コロナ
拡大と重なってしまったため，今は頓挫しています
が，今後，また風向きが変わるかもしれません。
一方，国内では脱プラに向け，プラ容器から木箱に
代える問合せが来ることもありますが，価格が4～5
倍違うことを知ると，ほとんどがプラ容器のままで，
となっています。ただ，当社に限って言えば，働き手
も原料調達も手一杯の状態なので，現在以上の需要に
対応するのは難しいところです。
当社は先代からの取引先の多くが経木を利用し続け
ています。一例をあげると，広島県の(株)むさしさ
ん。このような木に愛着を持ち，使い続けてくれる取
引先を大切にして，これからも経木の仕組み加工を続
けていく考えです。

仕事や私事で出かけた際，その地域の食材を使った
お弁当を手にすることがあると思います。そのお弁当
の容器（折箱）には，多くの場合，紙やプラスチック
が使われていますが，ときに経木を用いた木製折箱の
こともあります。士別市朝日町の近藤木材産業（株）
では，50年以上，折箱の材料を生産しています。近
藤社長に，経木および仕組み加工（後述）についての
お話を伺いました。　　　（文責・普及協会・菊地）

■はじめに
当社の始まりは，造林・造材を営む小笠原木材店で
す。小笠原木材店では，造材した良質の丸太を短尺に
切り，それを薄く割る屋根柾（こけら）の製造も手が
けていました。その小笠原木材店を継いだのが祖父
で，1966年に株式会社とした時に，まわりの勧めも
あって折箱に用いる経木の生産およびその経木の仕組
み加工の事業を始めました。経木生産を勧められた理
由は，こけらも，経木も木を薄く削いで作るという技
術が共通しているからなのかもしれません。

■経木に用いる材料
経木生産開始当時の使用樹種はシナとエゾマツで，
シナは3,500㎥/年ほど使用していました。一方，エゾ
マツは経木に適した丸太の入手が，その当時でも容易
ではなかったこともあって，使用量はシナの半分以下
でした。
シナは，丸太をロータリーレースでむいて0.6mm，

1mm，2.4m，3.1mmの経木を，エゾマツはミカン割
りにした材を柾目にスライスして0.6mmの経木を生
産していました。なお，シナ，エゾマツともに
0.6mmの薄経木はそのままで出荷することはなく，
シナ単板の表裏面，もしくは表面の積層材として使用
しました。これは，シナをロータリーレースでむいた
ときに部分的に着色した単板が出来ることがあり，そ
の化粧用として0.6mmの薄経木を用いたのです。
やがて，もともと入手しづらかった経木生産に適し
た太さのエゾマツがいよいよ手に入らなくなり，次い

でシナ丸太も手に入らなくなりました。代わりになる
材料を探していたとき，取引のあった木材関連商社か
ら，インドネシア産ファルカタ*) を使う提案がありま
した。2000年前後のことです。しかし，現地で生産
されているロータリーレース切削のファルカタ単板に
は1mm程度の厚さムラがあり，そのままでは折箱用
の経木として使うことはできませんでした。そこで，
私と工場長が繰り返しインドネシアの工場に赴き，厚
さムラを改善してきました。現在では当社で使用する
材料の全てがファルカタになっています。
* )  ファルカタ
マメ科の常緑広葉樹。早成造林樹種として東南アジ
ア各地に植えられる。心材淡黄白色，木理通直～や
や交錯。密度0.34。用途：家具，合板の芯材，木
箱，パルプ。
　（出典：改訂4版木材工業ハンドブック，p26（2004））

■製造内容
経木をはじめとする薄い板で折り曲げて作った容器
を折（おり）と言い，寿司折，折箱，折詰，菓子折，
折櫃（おりびつ）など，折が付いた容器の言葉が種々
あります。経木を素材としている折箱は，次のような
工程を経て作られます。
①経木の作成
②経木の仕組み加工（積層・接着，折り曲げ部の溝
加工，寸法加工，等）
（仕組み加工とは，四角い板を，折箱が組み立てら
れる形状に加工すること）
③仕組み材の折箱への組み立て，お弁当屋さんなど
への出荷
①～③まで一貫して手がけている事業者もあれば，
①，②，③のそれぞれに特化している事業者もありま
す。当社は，経木生産開始当初は①と②を手がけ，現
在は，ごく少量の折箱を組み立ててはいますが，ほぼ
②に特化しています。つまり，現在の当社は経木屋で
はなく，仕組み屋となります。ちなみに，③は箱屋と
呼ばれています。
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ファルカタ材は，当社工場での仕組み加工時に端材
がでないよう，幅は3寸6分から7寸2分まで，長さは
520mmから910mmまで，厚さは1.5～4mmまでイン
ドネシアの協力工場で切りそろえて入れています（写

真1）。材の寸法が細かく分かれているのは，組み立
てる折箱の寸法・仕様がきわめて多岐にわたるため
で，当社が扱っている仕組み材は全体で数千種類，主
要製品でも500種類にはなります。そのため，相当量
のファルカタ材ストックを持つ必要があり，負担には
なっています。その一方，昨今のようにコンテナ輸送
の経路が乱れ，入荷に時間を要した際には，豊富な在
庫が工場の稼働を継続するのに大いに役立つことにな
りました。当社では，材積に換算すると，おおよそ
450㎥/年の仕組み材を生産しています。この仕組み材
の提供に欠品を起こしてしまうと，お弁当屋さんをは
じめ，折箱の利用者にたいへんな迷惑をかけてしまい
ます。そのため，インドネシアの工場から航空便で材
を運び，加工，納入することもあります。

ちなみに，経木は合板に用いる単板のようにテープ
で幅はぎすることはしません。そのため，インドネシ
アの工場では定尺加工する際に端材が多く出ます。そ
れらは，アイスクリームのへらなどに使われているよ
うです。
当社工場での作業の流れは次のとおりです。
①ファルカタ材の表面に折れ防止のための紙または

フィルム（写真2）を貼る
②長さ，幅を切り揃える
③折り曲げ部のノコ溝もしくはV溝加工（写真3，4）
④梱包・出荷
写真4のV溝でわかるように，溝の切削深さは材の

厚さにほぼ等しく，外側のフィルム一枚で一体に保た
れている状態になります。このような溝加工をするた
め，ファルカタ材の厚さにムラがあると，溝加工で切
断したり，逆に溝が浅くて折り曲げられなかったりな
どのトラブルを招くことになります。
折り曲げ部は，ノコ溝，V溝加工によって，それぞ

れ写真5のような形状の角になります。角丸（かどま
る）は関西で，角角（かどかく）は関東で多い傾向に
あります。

経木をエゾマツ，シナからファルカタに切り換えた
際，加工装置の自動化を積極的に進めました。その背
景は，

1) 人件費の削減と生産能力の向上，
2) 労災の防止，
でした。
加工装置の自動化によって，熟練した職人でなくて
も作業に携われるようになりました。現在，女性の作
業員が多くを占めています。また，1人の作業者が4
種類程度の加工を一度にできるようになったことで生
産性が一気に向上しました。木材を扱う仕組み加工事
業者の中で，生産性は当社が一番だと自負していま
す。
仕組み加工では，細かな溝切削作業が多いことも
あって，かつては，丸鋸による指の怪我が絶えません
でした。それが，加工装置の自動化によって，この

10年以上，労災を1件も起こしていません。
加工装置の自動化に関してもう一つ自負しているこ
とは，使用している自動化装置の半数以上は当社で考
案・設計したオリジナルであることです。そして，道
外の同業事業者さんにも技術を解放し，使ってもらっ
ていることです。

■今後への思い
道産原料への回帰を考え，トドマツの利用を試みた
ことがあります。ですが，節でロータリーレースの刃
が欠けたり，折箱に盛ったご飯に独特のにおいがつい
たりなどのために適さないことがわかりました。ま
た，当社ではありませんが，カラマツの利用を試みた
例では，やはりにおいが課題になり，定着することは
ありませんでした。結局，ある程度の量を作り，供給
するに適した材料はファルカタしかなく，市場に出て
いる木製折箱の8割くらいはファルカタ製だと思いま
す。
海外では木箱の製造技術が乏しい一方で，プラス
チック使用に対する規制が日本より厳しいので，需要
が生まれるかもしれないと考えています。実際，
ニューヨークの持ち帰り寿司店からオファーがあった
ことがあります。折悪しく，商談の時期が新型コロナ
拡大と重なってしまったため，今は頓挫しています
が，今後，また風向きが変わるかもしれません。
一方，国内では脱プラに向け，プラ容器から木箱に
代える問合せが来ることもありますが，価格が4～5
倍違うことを知ると，ほとんどがプラ容器のままで，
となっています。ただ，当社に限って言えば，働き手
も原料調達も手一杯の状態なので，現在以上の需要に
対応するのは難しいところです。
当社は先代からの取引先の多くが経木を利用し続け
ています。一例をあげると，広島県の(株)むさしさ
ん。このような木に愛着を持ち，使い続けてくれる取
引先を大切にして，これからも経木の仕組み加工を続
けていく考えです。

仕事や私事で出かけた際，その地域の食材を使った
お弁当を手にすることがあると思います。そのお弁当
の容器（折箱）には，多くの場合，紙やプラスチック
が使われていますが，ときに経木を用いた木製折箱の
こともあります。士別市朝日町の近藤木材産業（株）
では，50年以上，折箱の材料を生産しています。近
藤社長に，経木および仕組み加工（後述）についての
お話を伺いました。　　　（文責・普及協会・菊地）

■はじめに
当社の始まりは，造林・造材を営む小笠原木材店で
す。小笠原木材店では，造材した良質の丸太を短尺に
切り，それを薄く割る屋根柾（こけら）の製造も手が
けていました。その小笠原木材店を継いだのが祖父
で，1966年に株式会社とした時に，まわりの勧めも
あって折箱に用いる経木の生産およびその経木の仕組
み加工の事業を始めました。経木生産を勧められた理
由は，こけらも，経木も木を薄く削いで作るという技
術が共通しているからなのかもしれません。

■経木に用いる材料
経木生産開始当時の使用樹種はシナとエゾマツで，
シナは3,500㎥/年ほど使用していました。一方，エゾ
マツは経木に適した丸太の入手が，その当時でも容易
ではなかったこともあって，使用量はシナの半分以下
でした。
シナは，丸太をロータリーレースでむいて0.6mm，

1mm，2.4m，3.1mmの経木を，エゾマツはミカン割
りにした材を柾目にスライスして0.6mmの経木を生
産していました。なお，シナ，エゾマツともに
0.6mmの薄経木はそのままで出荷することはなく，
シナ単板の表裏面，もしくは表面の積層材として使用
しました。これは，シナをロータリーレースでむいた
ときに部分的に着色した単板が出来ることがあり，そ
の化粧用として0.6mmの薄経木を用いたのです。
やがて，もともと入手しづらかった経木生産に適し
た太さのエゾマツがいよいよ手に入らなくなり，次い

でシナ丸太も手に入らなくなりました。代わりになる
材料を探していたとき，取引のあった木材関連商社か
ら，インドネシア産ファルカタ*) を使う提案がありま
した。2000年前後のことです。しかし，現地で生産
されているロータリーレース切削のファルカタ単板に
は1mm程度の厚さムラがあり，そのままでは折箱用
の経木として使うことはできませんでした。そこで，
私と工場長が繰り返しインドネシアの工場に赴き，厚
さムラを改善してきました。現在では当社で使用する
材料の全てがファルカタになっています。
* )  ファルカタ
マメ科の常緑広葉樹。早成造林樹種として東南アジ
ア各地に植えられる。心材淡黄白色，木理通直～や
や交錯。密度0.34。用途：家具，合板の芯材，木
箱，パルプ。
　（出典：改訂4版木材工業ハンドブック，p26（2004））

■製造内容
経木をはじめとする薄い板で折り曲げて作った容器
を折（おり）と言い，寿司折，折箱，折詰，菓子折，
折櫃（おりびつ）など，折が付いた容器の言葉が種々
あります。経木を素材としている折箱は，次のような
工程を経て作られます。
①経木の作成
②経木の仕組み加工（積層・接着，折り曲げ部の溝
加工，寸法加工，等）
（仕組み加工とは，四角い板を，折箱が組み立てら
れる形状に加工すること）
③仕組み材の折箱への組み立て，お弁当屋さんなど
への出荷
①～③まで一貫して手がけている事業者もあれば，
①，②，③のそれぞれに特化している事業者もありま
す。当社は，経木生産開始当初は①と②を手がけ，現
在は，ごく少量の折箱を組み立ててはいますが，ほぼ
②に特化しています。つまり，現在の当社は経木屋で
はなく，仕組み屋となります。ちなみに，③は箱屋と
呼ばれています。

写真2　ファルカタに貼るフィルム

写真3　溝切削装置
①の材料が②の内部に送られ，溝加工される

写真1　インドネシアからのファルカタ材

w120×L685×t1.5，w160×L685×t2，w233×L730×t4など，
さまざまな寸法の板をストックしている

①

②
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ファルカタ材は，当社工場での仕組み加工時に端材
がでないよう，幅は3寸6分から7寸2分まで，長さは
520mmから910mmまで，厚さは1.5～4mmまでイン
ドネシアの協力工場で切りそろえて入れています（写

真1）。材の寸法が細かく分かれているのは，組み立
てる折箱の寸法・仕様がきわめて多岐にわたるため
で，当社が扱っている仕組み材は全体で数千種類，主
要製品でも500種類にはなります。そのため，相当量
のファルカタ材ストックを持つ必要があり，負担には
なっています。その一方，昨今のようにコンテナ輸送
の経路が乱れ，入荷に時間を要した際には，豊富な在
庫が工場の稼働を継続するのに大いに役立つことにな
りました。当社では，材積に換算すると，おおよそ
450㎥/年の仕組み材を生産しています。この仕組み材
の提供に欠品を起こしてしまうと，お弁当屋さんをは
じめ，折箱の利用者にたいへんな迷惑をかけてしまい
ます。そのため，インドネシアの工場から航空便で材
を運び，加工，納入することもあります。

ちなみに，経木は合板に用いる単板のようにテープ
で幅はぎすることはしません。そのため，インドネシ
アの工場では定尺加工する際に端材が多く出ます。そ
れらは，アイスクリームのへらなどに使われているよ
うです。
当社工場での作業の流れは次のとおりです。
①ファルカタ材の表面に折れ防止のための紙または

フィルム（写真2）を貼る
②長さ，幅を切り揃える
③折り曲げ部のノコ溝もしくはV溝加工（写真3，4）
④梱包・出荷
写真4のV溝でわかるように，溝の切削深さは材の

厚さにほぼ等しく，外側のフィルム一枚で一体に保た
れている状態になります。このような溝加工をするた
め，ファルカタ材の厚さにムラがあると，溝加工で切
断したり，逆に溝が浅くて折り曲げられなかったりな
どのトラブルを招くことになります。
折り曲げ部は，ノコ溝，V溝加工によって，それぞ

れ写真5のような形状の角になります。角丸（かどま
る）は関西で，角角（かどかく）は関東で多い傾向に
あります。

経木をエゾマツ，シナからファルカタに切り換えた
際，加工装置の自動化を積極的に進めました。その背
景は，

1) 人件費の削減と生産能力の向上，
2) 労災の防止，
でした。
加工装置の自動化によって，熟練した職人でなくて
も作業に携われるようになりました。現在，女性の作
業員が多くを占めています。また，1人の作業者が4
種類程度の加工を一度にできるようになったことで生
産性が一気に向上しました。木材を扱う仕組み加工事
業者の中で，生産性は当社が一番だと自負していま
す。
仕組み加工では，細かな溝切削作業が多いことも
あって，かつては，丸鋸による指の怪我が絶えません
でした。それが，加工装置の自動化によって，この

10年以上，労災を1件も起こしていません。
加工装置の自動化に関してもう一つ自負しているこ
とは，使用している自動化装置の半数以上は当社で考
案・設計したオリジナルであることです。そして，道
外の同業事業者さんにも技術を解放し，使ってもらっ
ていることです。

■今後への思い
道産原料への回帰を考え，トドマツの利用を試みた
ことがあります。ですが，節でロータリーレースの刃
が欠けたり，折箱に盛ったご飯に独特のにおいがつい
たりなどのために適さないことがわかりました。ま
た，当社ではありませんが，カラマツの利用を試みた
例では，やはりにおいが課題になり，定着することは
ありませんでした。結局，ある程度の量を作り，供給
するに適した材料はファルカタしかなく，市場に出て
いる木製折箱の8割くらいはファルカタ製だと思いま
す。
海外では木箱の製造技術が乏しい一方で，プラス
チック使用に対する規制が日本より厳しいので，需要
が生まれるかもしれないと考えています。実際，
ニューヨークの持ち帰り寿司店からオファーがあった
ことがあります。折悪しく，商談の時期が新型コロナ
拡大と重なってしまったため，今は頓挫しています
が，今後，また風向きが変わるかもしれません。
一方，国内では脱プラに向け，プラ容器から木箱に
代える問合せが来ることもありますが，価格が4～5
倍違うことを知ると，ほとんどがプラ容器のままで，
となっています。ただ，当社に限って言えば，働き手
も原料調達も手一杯の状態なので，現在以上の需要に
対応するのは難しいところです。
当社は先代からの取引先の多くが経木を利用し続け
ています。一例をあげると，広島県の(株)むさしさ
ん。このような木に愛着を持ち，使い続けてくれる取
引先を大切にして，これからも経木の仕組み加工を続
けていく考えです。

仕事や私事で出かけた際，その地域の食材を使った
お弁当を手にすることがあると思います。そのお弁当
の容器（折箱）には，多くの場合，紙やプラスチック
が使われていますが，ときに経木を用いた木製折箱の
こともあります。士別市朝日町の近藤木材産業（株）
では，50年以上，折箱の材料を生産しています。近
藤社長に，経木および仕組み加工（後述）についての
お話を伺いました。　　　（文責・普及協会・菊地）

■はじめに
当社の始まりは，造林・造材を営む小笠原木材店で
す。小笠原木材店では，造材した良質の丸太を短尺に
切り，それを薄く割る屋根柾（こけら）の製造も手が
けていました。その小笠原木材店を継いだのが祖父
で，1966年に株式会社とした時に，まわりの勧めも
あって折箱に用いる経木の生産およびその経木の仕組
み加工の事業を始めました。経木生産を勧められた理
由は，こけらも，経木も木を薄く削いで作るという技
術が共通しているからなのかもしれません。

■経木に用いる材料
経木生産開始当時の使用樹種はシナとエゾマツで，
シナは3,500㎥/年ほど使用していました。一方，エゾ
マツは経木に適した丸太の入手が，その当時でも容易
ではなかったこともあって，使用量はシナの半分以下
でした。
シナは，丸太をロータリーレースでむいて0.6mm，

1mm，2.4m，3.1mmの経木を，エゾマツはミカン割
りにした材を柾目にスライスして0.6mmの経木を生
産していました。なお，シナ，エゾマツともに
0.6mmの薄経木はそのままで出荷することはなく，
シナ単板の表裏面，もしくは表面の積層材として使用
しました。これは，シナをロータリーレースでむいた
ときに部分的に着色した単板が出来ることがあり，そ
の化粧用として0.6mmの薄経木を用いたのです。
やがて，もともと入手しづらかった経木生産に適し
た太さのエゾマツがいよいよ手に入らなくなり，次い

でシナ丸太も手に入らなくなりました。代わりになる
材料を探していたとき，取引のあった木材関連商社か
ら，インドネシア産ファルカタ*) を使う提案がありま
した。2000年前後のことです。しかし，現地で生産
されているロータリーレース切削のファルカタ単板に
は1mm程度の厚さムラがあり，そのままでは折箱用
の経木として使うことはできませんでした。そこで，
私と工場長が繰り返しインドネシアの工場に赴き，厚
さムラを改善してきました。現在では当社で使用する
材料の全てがファルカタになっています。
* )  ファルカタ
マメ科の常緑広葉樹。早成造林樹種として東南アジ
ア各地に植えられる。心材淡黄白色，木理通直～や
や交錯。密度0.34。用途：家具，合板の芯材，木
箱，パルプ。
　（出典：改訂4版木材工業ハンドブック，p26（2004））

■製造内容
経木をはじめとする薄い板で折り曲げて作った容器
を折（おり）と言い，寿司折，折箱，折詰，菓子折，
折櫃（おりびつ）など，折が付いた容器の言葉が種々
あります。経木を素材としている折箱は，次のような
工程を経て作られます。
①経木の作成
②経木の仕組み加工（積層・接着，折り曲げ部の溝
加工，寸法加工，等）
（仕組み加工とは，四角い板を，折箱が組み立てら
れる形状に加工すること）
③仕組み材の折箱への組み立て，お弁当屋さんなど
への出荷
①～③まで一貫して手がけている事業者もあれば，
①，②，③のそれぞれに特化している事業者もありま
す。当社は，経木生産開始当初は①と②を手がけ，現
在は，ごく少量の折箱を組み立ててはいますが，ほぼ
②に特化しています。つまり，現在の当社は経木屋で
はなく，仕組み屋となります。ちなみに，③は箱屋と
呼ばれています。

写真4　折り曲げ部分の加工
上：ノコ溝，下：V溝

写真5　折箱の角
左：角丸（かどまる），右：角角（かどかく）


