
⽩⿊ 透明・
カラー メタリック

1 50 ¥75,000 完売 ¥1,500 完売
1 10 ¥16,000 完売 ¥1,600 完売

1.26 50 ¥94,500 完売 ¥1,890 完売
1.26 10 ¥20,160 完売 ¥2,016 完売

1 50 ¥85,000 ¥26,800 ¥1,700 ¥536
1 10 ¥18,000 ¥5,680 ¥1,800 ¥568

1.26 50 ¥122,850 ¥37,800 ¥2,457 ¥756
1.26 10 ¥25,830 ¥7,963 ¥2,583 ¥796

1 50 ¥55,000 完売 ¥1,100 完売
1 10 ¥11,750 完売 ¥1,175 完売

1.26 50 ¥69,300 完売 ¥1,386 完売
1.26 10 ¥14,805 完売 ¥1,480 完売

1 50 ¥60,000 ¥18,800 ¥1,200 ¥376
1 10 ¥12,750 ¥4,000 ¥1,275 ¥400
1 50 ¥62,500 ¥20,000 ¥1,250 ¥400
1 10 ¥13,250 ¥4,240 ¥1,325 ¥424

1 50 ¥42,500 完売 ¥850 完売
1 10 ¥9,500 完売 ¥950 完売

1.26 50 ¥53,550 完売 ¥1,071 完売
1.26 10 ¥11,970 完売 ¥1,197 完売

1 50 ¥47,500 ¥15,000 ¥950 ¥300
1 10 ¥10,000 ¥3,280 ¥1,000 ¥328
1 50 ¥52,500 ¥16,600 ¥1,050 ¥332
1 10 ¥11,000 ¥3,600 ¥1,100 ¥360

1 50 ¥26,250 完売 ¥525 完売
1 10 ¥6,000 完売 ¥600 完売

1.26 50 ¥33,075 完売 ¥661 完売
1.26 10 ¥7,560 完売 ¥756 完売

1 50 ¥32,500 ¥10,000 ¥650 ¥200
1 10 ¥7,000 ¥2,280 ¥700 ¥228
1 50 ¥37,500 ¥12,000 ¥750 ¥240
1 10 ¥8,250 ¥2,720 ¥825 ¥272

1 50 ¥16,250 完売 ¥325 完売
1 10 ¥4,000 完売 ¥400 完売

1.26 50 ¥20,475 完売 ¥410 完売
1.26 10 ¥5,040 完売 ¥504 完売

1 50 ¥21,250 ¥6,600 ¥425 ¥132
1 10 ¥5,000 ¥1,600 ¥500 ¥160
1 50 ¥25,000 ¥7,600 ¥500 ¥152
1 10 ¥5,500 ¥1,880 ¥550 ¥188

1 50 ¥28,750 ¥9,200 ¥575 ¥184
1 10 ¥6,500 ¥2,080 ¥650 ¥208
1 50 ¥32,500 完売 ¥650 完売
1 10 ¥7,500 完売 ¥750 完売
1 50 ¥37,500 ¥12,000 ¥750 ¥240
1 10 ¥8,500 ¥2,640 ¥850 ¥264

1 50 ¥27,500 ¥8,000 ¥550 ¥160
1 10 ¥6,500 ¥1,840 ¥650 ¥184
1 50 ¥32,500 ¥9,800 ¥650 ¥196
1 10 ¥7,000 ¥2,240 ¥700 ¥224

⽩・⿊
（光沢・マット）

⽩・⿊・透明
（光沢・マット）

⽩・⿊・透明
（光沢・マット）

⽩・⿊・透明
（光沢・マット）

⽩・⿊・透明
（光沢・マット）

㈱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:http://www.technopromotion.co.jp/

屋内の平⾯で平滑な場所へのサイン、マーキング、流⾏のウォールグラフィックなどの装飾⽤に最適。
軽粘着再剥離糊を使⽤しているため、⽔貼りは不要で、取り外しも容易です。
アプリケーションテープは弱粘着のORATAPE LT52ないしLT95が最適です。
耐久性は屋内であるため、⻑期屋外⽤に匹敵。　表⾯マット仕上げ。

8033

651

４年物として短・中期屋外広告⽤、⻑期屋内広告⽤などとして幅広い利⽤⽅法があり、６５１とならんで世界のベストセラー。
ヨーロッパ品質を維持しつつも、圧倒的なコスト競争⼒で⾼いシェアを誇ります。

638

インターミディエイト
カル

641 4

３年物として短･中期屋外広告⽤、展⽰会、⻑期屋内広告⽤などとして幅広い利⽤⽅法があります。　表⾯マット仕上げ。

５年物として中期屋外広告⽤の主⼒製品。
海外でも最⼤の出荷量を誇るのがこのモデル。　ほぼ⻑期⽤としても使えてこの価格。
カストリ、施工などでの使いやすさのほかに、圧倒的なコストパーフォーマンスを誇る世界のベストセラー。
カーマーキングも可能。

ウォール　アート
（軽粘着再剥離）

3エグジビションカル
(再剥離）

3エコノミー カル

631

751 8

551 8

3-6

ハイパーフォーマンス
キャスト

ハイパーフォーマンス
カル

プレミアムキャスト
曲⾯、球⾯体に切れ目を⼊れずに貼れます。10年の⾼耐候性。⾶⾏機、レーシングカーなど過酷な使⽤に耐えます。
リベットの根元もしっかり。初期粘着⼒を抑えたリポジショナル糊で位置合わせ、貼りなおしが超簡単。
剥がす場合も、糊残りが極めて少ない。

カラー（光沢）

メタリック（光沢）

カラー（光沢）

メタリック（光沢）

⽩（マット）

⿊（マット）

75

⿊・カラー（マット）

3 70

50

メタリック（光沢）

⽩・透明（マット）

50

65

メタリック（光沢）

80

3

5 4

メタリック（マット）

モデル名 名称 単価/m

ドイツORAFOL社製サイン用マーキングフィルムORACAL製品価格表
2017.12.18

カラー（光沢）

カラー（光沢）

メタリック（光沢）

カラー（光沢）
55

951 810

7 3-5

7 4

951の8割⽅の仕事をこなす⾼級キャストフィルム。　８年耐候と⻑期屋外広告⽤。　カーマーキングにも最適。
初期粘着を抑えたリポジショナル糊で位置合わせ、貼り直しも超簡単で使いやすい。
剥がす場合も、糊残りが極めて少ない。

いわゆる８年物として⻑期屋外広告⽤の標準モデル。　柔軟性があるので、カーマーキングにも応⽤可能。
初期粘着⼒を抑えてリポジショナル糊で位置合わせ、貼り直しが超簡単で、失敗がなく、⽣産性が⾼い。
無駄が出ない。　101色とカラーも豊富。
剥がす場合も糊残りが極めて少ない。

951
Metalic

プレミアムキャスト
メタリック

3D曲⾯に貼れるメタリックフィルム。
初期粘着⼒を抑えたリポジショナル糊で位置合わせ、貼りなおしが超簡単。
剥がす場合も、糊残りが極めて少ない。

New Price/
Roll

New
Price/

m

屋外耐候年数
特徴･用途 ロール単価ロール

⻑さ (m)
ロール

幅 (m)カラーフィルム厚（μ）
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⽩⿊ 透明・
カラー メタリックモデル名 名称 単価/m

ドイツORAFOL社製サイン用マーキングフィルムORACAL製品価格表
2017.12.18

New Price/
Roll

New
Price/

m

屋外耐候年数
特徴･用途 ロール単価ロール

⻑さ (m)
ロール

幅 (m)カラーフィルム厚（μ）

1 50 ¥17,500 完売 ¥350 完売
1 10 ¥4,250 完売 ¥425 完売
1 50 ¥21,250 ¥6,400 ¥425 ¥128
1 10 ¥5,000 ¥1,560 ¥500 ¥156
1 50 ¥25,000 ¥9,500 ¥500 ¥190
1 10 ¥5,750 ¥1,800 ¥575 ¥180

1 50 ¥50,000 ¥16,400 ¥1,000 ¥328
1 10 ¥11,000 ¥3,600 ¥1,100 ¥360

1 50 ¥36,250 ¥11,600 ¥725 ¥232
1 10 ¥8,000 ¥2,560 ¥800 ¥256

1 50 ¥41,250 ¥13,200 ¥825 ¥264
1 10 ¥9,000 ¥2,920 ¥900 ¥292

1 50 ¥35,000 ¥10,000 ¥700 ¥200
1 10 ¥8,000 ¥2,650 ¥800 ¥265
1 50 ¥70,000 ¥24,000 ¥1,400 ¥480
1 10 ¥15,000 ¥5,600 ¥1,500 ¥560

383 ⾦箔･銀箔のモチーフをいかしたフィルム。超豪華な雰囲気を演出できる優れもの。 85 銀 1.22 10 ¥48,800 ¥12,000 ¥4,880 ¥1,200

1.26 50 ¥108,675 ¥28,000 ¥2,174 ¥560
1.26 10 ¥22,680 ¥6,000 ¥2,268 ¥600
1.26 50 ¥157,500 ¥40,000 ¥3,150 ¥800
1.26 10 ¥32,130 ¥8,400 ¥3,213 ¥840

1 50 ¥86,250 ¥27,600 ¥1,725 ¥552
1 10 ¥18,000 ¥5,760 ¥1,800 ¥576

1.26 50 ¥148,050 ¥60,480 ¥2,961 ¥1,210
1.26 10 ¥30,555 ¥12,474 ¥3,055 ¥1,247

1.22 50 ¥94,550 ¥27,600 ¥1,891 ¥552
1.22 10 ¥20,130 ¥5,760 ¥2,013 ¥576
1.22 50 ¥106,750 ¥31,200 ¥2,135 ¥624
1.22 10 ¥22,570 ¥6,400 ¥2,257 ¥640
1.22 50 ¥195,200 ¥57,000 ¥3,904 ¥1,140
1.22 10 ¥40,260 ¥11,600 ¥4,026 ¥1,160
1.22 50 ¥103,700 ¥30,400 ¥2,074 ¥608
1.22 10 ¥21,960 ¥6,320 ¥2,196 ¥632
1.22 50 ¥118,950 ¥34,400 ¥2,379 ¥688
1.22 10 ¥25,010 ¥7,120 ¥2,501 ¥712
1.22 50 ¥134,200 ¥38,800 ¥2,684 ¥776
1.22 10 ¥28,060 ¥8,000 ¥2,806 ¥800

１）
２）
３）
４）
５）

６）

注︓

95

90 全色

メタリック（光沢）

5300 5

4

7

デジタルプリント可能な
キャスト塩ビ製反射フィルム

スクリーンプリント可能な
アルキド樹脂性反射フィルム

コマーシャルグレード。　中・短期屋外広告⽤。　やわらかいので、緩曲⾯、カーマーキングにも最適。5400

5700

全色

⽩・⿊（光沢）

カラー（光沢）

全色

マットクローム

全色

全色

全色

全色（マット）

Chrome Brusched

全色（マット）

エコノミーグレード。　短期屋外広告⽤。　やわらかいキャストフィルムなので、緩曲⾯、カーマーキング⽤にも最適。

エンジニアグレード・プレミアム。　工事現場に⾞両の側⾯･後⾯のサインに最適。　アルキド樹脂製。

全色

ぱっと人目を引く蛍光色フィルム。短期⼤売り出し広告⽤などに最適。

5

3

エンジニアグレード。　⾞両の側⾯･後⾯のサインに最適な反射シート。アルキド樹脂製。

110-140

100

80

23

7

コマーシャルグレード。　工事現場に、交通標識に最適な反射シート。　アルキド樹脂製。

3

⾼耐候性電飾⽤フィルム。マット仕上げで反射を抑えてあります。　展張したＦＦにも最適。

フリートエンジニアグレード。　⻑期屋外広告⽤。　やわらかいキャストフィルムので、３D曲⾯・カーマーキングにも最適。

3

3

7

1

3

7510

352-907

8510

351

150

クローム、ゴールド

メタリックフィルム

メタライズド･ポリエステル。　ネームプレート、定格ラベル、スティッカー、など多⽅⾯に利⽤可能。
特に透明なガラスやプレートに貼って迫⼒が出せます。

80

Digital Printing⽤メタリックフィルム 2

23

5

グラスデコレーションフィルム

ターポリンバナーフィルム 塩ビテント地、ターポリン⽤。　超柔軟性フィルムで強粘着糊。　トンネルができません。 表⾯マット仕上げ。

8500 7

621

451

8300 透明フィルム 透明カラーフィルム。　ステンドグラス風な仕上がりで、店舗、ウィンドウ装飾に最適。

　上記価格は在庫限りの特別価格です。　品切れの場合はご容赦ください。

　送料は1m幅で10m以下はC、１ｍ幅で10以上はD、1.22ないし1.26m幅で10m以下はD、1.22幅で10m以上はEの送料のカテゴリーを適⽤します。
　消費税別途。
  価格・仕様は事前の通告なく変更する場合があります。
　スリットは１Slitまでは無償、それ以上の場合は@\500.-/Slit。
  切り売りは、1m単位にて、10m巻ロールの㎡単価で対応します。

8810 7 80 全色
キャスト塩ビならではの⾼耐候性と鮮やかな光沢にきらめきのあるカラーすりガラス風フィルム。

2
 蛍光フィルム

130 全色7

3 805200

5500 110

全色

5600

6510

※ただし、10m以下の切り売りには300円の⼿数料を申し受けます。　

プロモーショングレード
(再剥離） 3

7 5電飾用フィルム

3 80

全色（光沢）

75

80

３年物で短期屋外広告⽤、⻑期屋内広告⽤。
施工後２年間は常温にて糊も残さずきれいに剥がすことができるので、予め剥がすことがわかっている場合にはぴったりの製品。
⾒本市、短期カーマーキング、期間限定キャンペーンや工事看板などにも威⼒を発揮します。

4
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