
ﾛｰﾙ幅
(m)

ﾛｰﾙ長さ
(m)

ﾛｰﾙ単価 メートル単価
ﾛｰﾙ幅

(m)
ﾛｰﾙ長さ

(m)
ﾛｰﾙ単価

メートル
単価

ﾛｰﾙ幅
(m)

ﾛｰﾙ長さ
(m)

ﾛｰﾙ単価
メートル

単価

1 30 ¥42,900 ¥1,430 1 30 ¥46,800 ¥1,560 1 30 ¥48,780 ¥1,626
1 10 ¥15,300 ¥1,530 1 10 ¥16,600 ¥1,660 1 10 ¥17,300 ¥1,730
1 1 切売 ¥1,900 1 1 切売 ¥2,000 1 1 切売 ¥2,100

1.23 30 ¥56,400 ¥1,880 1.23 30 ¥61,800 ¥2,060 1.23 30 ¥64,200 ¥2,140
1.23 10 ¥16,600 ¥1,660 1.23 10 ¥22,000 ¥2,200 1.23 10 ¥23,000 ¥2,300
1.23 1 切売 ¥2,500 1.23 1 切売 ¥2,700 1.23 1 切売 ¥2,800
0.22 30 ¥13,200 ¥440 0.22 30 ¥14,400 ¥480 0.22 30 ¥15,600 ¥520
0.22 10 ¥4,500 ¥450 0.22 10 ¥5,000 ¥500 0.22 10 ¥5,500 ¥550
0.22 5 ¥2,500 ¥500 0.22 5 ¥2,800 ¥560 0.22 5 ¥3,000 ¥600

ﾛｰﾙ幅
(m)

ﾛｰﾙ長さ
(m)

ﾛｰﾙ単価 メートル単価
ﾛｰﾙ幅

(m)
ﾛｰﾙ長さ

(m)
ﾛｰﾙ単価

メートル
単価

ﾛｰﾙ幅
(m)

ﾛｰﾙ長さ
(m)

ﾛｰﾙ単価
メートル

単価

1 30 ¥20,520 ¥684 1 30 ¥25,380 ¥846 1 30 ¥29,280 ¥976
1 10 ¥7,800 ¥780 1 10 ¥9,100 ¥910 1 10 ¥10,800 ¥1,080
1 1 切売 ¥1,000 1 1 切売 ¥1,100 1 1 切売 ¥1,300

1.23 30 ¥25,800 ¥860 1.23 30 ¥31,200 ¥1,040 1.23 30 ¥36,600 ¥1,220
1.23 10 ¥9,600 ¥960 1.23 10 ¥10,500 ¥1,050 1.23 10 ¥14,000 ¥1,400
1.23 1 切売 ¥1,250 1.23 1 切売 ¥1,400 1.23 1 切売 ¥1,600
0.22 30 ¥6,000 ¥200 0.22 30 ¥7,200 ¥243 0.22 30 ¥9,600 ¥320
0.22 10 ¥2,000 ¥200 0.22 10 ¥2,400 ¥240 0.22 10 ¥3,200 ¥320
0.22 5 ¥1,000 ¥200 0.22 5 ¥1,200 ¥240 0.22 5 ¥1,600 ¥320

ﾛｰﾙ幅
(m)

ﾛｰﾙ長さ
(m)

ﾛｰﾙ単価 メートル単価
ﾛｰﾙ幅

(m)
ﾛｰﾙ長さ

(m)
ﾛｰﾙ単価

メートル
単価

1 50 ¥24,400 ¥488 1 50 ¥31,900 ¥638
1 10 ¥6,000 ¥600 1 10 ¥7,500 ¥750
1 1 切売 ¥900 1 1 切売 ¥1,100

1.23 50 ¥32,000 ¥640 1.23 50 ¥42,000 ¥840
1.23 10 ¥8,000 ¥800 1.23 10 ¥10,000 ¥1,000
1.23 1 切売 ¥1,600 1.23 1 切売 ¥1,600
0.22 50 ¥5,100 ¥102 0.22 50 ¥6,800 ¥136
0.22 25 ¥2,600 ¥104 0.22 25 ¥3,500 ¥140
0.22 10 ¥1,150 ¥115 0.22 10 ¥1,500 ¥150

注：
1）　１スリットまでは無償でサービスします。　2スリット以降は1スリットあたり500円いただきます。　スリットの精度は+/-3mm以内とさせていただきます。
2）　寸法精度は3％までは許容限度とさせていただきます。
3）　同色ロール同士の色の誤差は⊿E3以内を許容限度とさせていただきます。
4）　紙管巻跡、ロール端跡、表面の光沢度の差についてはクレーム対象外です。　ほとんどの場合、施工後のヒートガン加熱で目立たなくなります。
5）　送料は1ｍ幅は800円（沖縄・九州・北海道は1000円）。　
　　　1.23ｍ幅は1000円（沖縄・九州・北海道は1200円）

メタリック

（株）テクノプロモーション

〒277-0872 千葉県柏市十余二313-640
Tel: 04-7135-7707  Fax: 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp   URL: www.technopromotion.co.jp

Suptac
スプタック

S5000

ポリメリック６５ミクロンの高級ソフ
ト塩ビフィルム。　最長10年の高耐
候性。　緩やかな３D曲面に切れ
目を入れずに貼れます。最長10年
の高耐候性。　高級ポリメリック塩
ビフィルムに溶剤系アクリル糊を
使用し、長期屋外広告、カーマー
キングなどに最適。　屋外耐候性
白黒　10年、カラー　4～10年、　メ

フランスHEXIS社製サイン用マーキングフィルム製品価格表
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モデル名 呼称 特徴･用途
白・黒・透明 カラー

カラー メタリック

Ecotac
エコタック

E3000

厚さ80ミクロンのソフト塩ビフィル
ム。　最長5年の中期屋外耐候
性。　平面用ですが、カーマーキン
グにも耐える高級溶剤系アクリル
糊使用。　屋外耐候性　白黒　5
年、　カラー　2～4年、　メタリック
2年。

モデル名 呼称 特徴･用途
白・黒・透明

モデル名 呼称 特徴･用途
白・黒・透明 カラー

Microtac
ミクロタック

M2000

厚さ80ミクロンのモノメリック塩ビ
フィルム。　最長3年の屋外耐候
性。　短中期屋外広告用、イベント
用、屋内用として最適。　高級溶剤
系アクリルを使用しており、性能・
信頼性の高さは品質に厳しいヨー
ロッパで実証済み。　屋外耐候性
白黒　3年、カラー2年。


