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3951HT
３Ｄ曲面に追随し、超強粘着のため、スキー、スノーボード、ローラーボード、カヌーなどにも応用可能。
コンクリートやレンガ塀、電柱などにも短期用サインとして適用可能。 3951GHT-010 7 白光沢（Cast) 55 グレー 溶剤系最強粘着 ◎

3751G-010 8 白光沢 グレー ◎ ¥11,430
3751G-000 8 透明光沢 透明 ◎ ¥11,430 ¥20,605
3551G-101 7 白光沢 ◎ ¥8,512 ¥13,426 ¥21,280
3551M-102 7 白マット ◎ ¥8,512 ¥21,280
3551G-000 7 透明光沢 ◎ ¥8,512
3551M-000 7 透明マット ◎ ¥8,512

3551GRA-101 7 白光沢 ◎ ¥17,974
3551MRA-102 7 白マット ◎ ¥17,974
3551GDT-101 7 白光沢 ◎ ¥15,344
3551MDT-102 7 白マット ◎ ¥15,344

3591G-101 7 白光沢 ◎ ¥8,512 ¥15,344
3591M-102 7 白マット ◎ ¥8,512 ¥15,344 ¥21,280
3591G-000 7 透明光沢 ◎ ¥8,512 ¥15,344 ¥21,280
3591M-000 7 透明マット ◎ ¥8,512

3105

⻑期屋外広告、カーマーキング、過酷な使用環境。エコソルインク、ＵＶインク、ラテックスインクなどで
もすばらしい印刷品質。
インク量が多い印刷物でも剥離や糊残りが少ない。

3105M-010 7 白マット 100 グレー 溶剤系強粘着 ◎ ¥14,906

3109G-010 7 白光沢 グレー ◎ ¥14,906 ¥20,672

3109G-000 7 透明光沢 透明 ◎ ¥14,906 ¥20,672

3107 カーラッピング・⻑期屋外広告用。 厚⼿で耐久性が⾼い。
初期粘着⼒を抑えたリポジショナル糊を採用してあるので、カーラッピングや⼤型看板の施⼯に最適。

3107-106 7 白光沢 110 透明
溶剤系強粘着

リポジショナル
◎ ¥32,224

3810 短期屋外。・屋内電飾用 3810-010 4 ¥16,221
3451 ターポリン貼り付け用でトンネルが起きにくい。 3451SG-010 4 白半光沢 80 透明 溶剤系強粘着 ◎ ¥8,998 ¥16,221 ¥22,496

3165G-010 5 白光沢 ◎ ¥8,064
3165SG-010 5 白半光沢 ◎ ¥5,837 ¥10,522 ¥14,592
3165M-010 5 白マット ◎ ¥5,837 ¥10,522 ¥14,592
3165G-000 5 透明光沢 ◎ ¥5,837

3165SG-000 5 透明半光沢 ◎ ¥5,837 ¥10,522 ¥14,592
3165M-000 5 透明マット ◎ ¥5,837 ¥10,522 ¥14,592

3165GRA-010 5 白光沢 ◎

3165MRA-010 5 白マット ◎ ¥12,187
3169G-010 5 白光沢 ◎ ¥5,837 ¥8,064 ¥10,522 ¥14,592

3169SG-010 5 白半光沢 ◎ ¥5,837 ¥10,522 ¥14,592
3169M-010 5 白マット ◎ ¥5,837
3169G-000 5 透明光沢 ◎ ¥5,837

3169SG-000 5 透明半光沢 ◎ ¥5,837 ¥10,522 ¥14,592
3169M-000 5 透明マット ◎ ¥5,837 ¥10,522 ¥14,592
3651G-010 5 白光沢 ◎

3651SG-010 5 白半光沢 ◎ ¥5,594 ¥13,984
3651M-010 5 白マット ◎ ¥5,594 ¥10,083
3651G-000 5 透明光沢 ◎ ¥5,594

3651SG-000 5 透明半光沢 ◎ ¥5,594 ¥10,083
3651M-000 5 透明マット ◎ ¥5,594 ¥10,083 ¥13,984
3650G-010 5 白光沢 ◎ ¥10,083 ¥13,984

3650SG-010 5 白半光沢 ◎ ¥5,594 ¥10,083 ¥13,984
3650M-010 5 白マット ◎ ¥5,594
3691G-010 5 白光沢 ◎ ¥5,594 ¥13,984

3691SG-010 5 白半光沢 ◎ ¥5,594 ¥10,083 ¥13,984
3691M-010 5 白マット ◎ ¥5,594
3691G-000 5 透明光沢 ◎ ¥5,594 ¥10,083 ¥13,984

3691SG-000 5 透明半光沢 ◎ ¥5,594 ¥10,083 ¥13,984
3691M-000 5 透明マット ◎ ¥5,594 ¥10,083

3161GDT-010 4 白光沢 ¥6,576
3161MDT-010 4 白マット ¥6,576
3161GDT-000 4 透明光沢 ¥6,576
3161MDT-000 4 透明マット ¥6,576

3164G-010 4 白光沢 ¥3,936 ¥4,133 ¥4,959 ¥5,392 ¥7,478 ¥7,872 ¥9,840
3164M-010 4 白マット ¥2,991 ¥3,936 ¥4,133 ¥4,959 ¥9,840
3164G-000 4 透明光沢 ¥4,133
3164M-000 4 透明マット ¥2,991 ¥3,936 ¥4,133 ¥4,959 ¥5,392 ¥7,872 ¥9,840
3164XG-010 4 白光沢 ¥3,089 ¥4,267 ¥5,121 ¥5,568 ¥7,722
3164XM-010 4 白光沢 ¥3,089 ¥4,267 ¥5,121 ¥8,128

3164XGRA-010 4 白光沢 ◎ ¥7,672 ¥10,640
3164XMRA-010 4 白マット ◎ ¥7,672 ¥10,640

3162G-010 4 白光沢 ¥2,991 ¥4,133
3162M-010 4 白マット ¥2,991
3162G-000 4 透明光沢 ¥9,840
3162M-000 4 透明マット ¥2,991 ¥3,936 ¥4,133 ¥4,959 ¥5,392 ¥7,478 ¥7,872 ¥9,840
3162XG-010 4 白光沢 ¥3,089 ¥4,267 ¥5,568 ¥10,160
3162XM-010 4 白マット ¥3,089 ¥4,064 ¥7,722

3162XGRA-010 4 白光沢 ◎ ¥7,672
3162XMRA-010 4 白マット ◎ ¥7,672 ¥10,640

3262 カーラッピング・⻑期屋外広告用。 厚⼿で耐久性が⾼い。
初期粘着⼒を抑えたリポジショナル糊を採用してあるので、カーラッピングや⼤型看板の施⼯に最適。

3262G-010 4 白光沢 200 透明 ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離 ¥12,275

3268
屋内サイン、マーキング、ウォールグラフィックス用に最適。
軽粘着再剥離糊のため、⽔貼り不要、取り外しも容易。
屋内使用のため、耐候性は屋外用⾼耐候性製品並み。

3268M-010 （屋内用） 白マット 150 透明
ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ弱粘

再剥離 ¥10,259

3628

屋内サイン、マーキング、ウォールグラフィックス用に最適。
軽粘着再剥離糊のため、⽔貼り不要、取り外しも容易。
屋内使用のため、耐候性は屋外用⾼耐候性製品並み。

3628M-000 （屋内用） 透明マット 80 透明
ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ弱粘

再剥離 ¥6,401 ¥8,877

3640G-010 4 白光沢 ¥2,918 ¥4,800 ¥4,838 ¥7,680 ¥9,600
3640M-010 4 白マット ¥2,918 ¥4,800 ¥7,680 ¥9,600
3640G-000 4 透明光沢 ¥2,918 ¥4,800 ¥4,838 ¥5,261 ¥7,296 ¥7,680 ¥9,600
3640M-000 4 透明マット ¥2,918 ¥4,800 ¥5,261 ¥7,680
3641G-010 4 白光沢 ¥2,991 ¥4,920 ¥5,392
3641M-010 4 白マット ¥2,991 ¥4,920 ¥4,959 ¥5,392 ¥7,478 ¥7,872 ¥9,840
3620G-010 4 白光沢 ¥2,918 ¥4,800 ¥9,600
3620M-010 4 白マット ¥2,918 ¥4,800 ¥7,680 ¥9,600
3620G-000 4 透明光沢

3620M-000 4 透明マット ¥2,918 ¥4,800 ¥4,838 ¥5,261 ¥7,680 ¥9,600
3621G-010 4 白光沢 ¥2,991 ¥4,920 ¥5,392 ¥9,840
3621M-010 4 白マット ¥2,991 ¥4,920 ¥4,959 ¥7,872 ¥9,840
1668G-010 2 白光沢 ¥7,234
1668M-010 2 白マット ¥7,234
1660G-010 3 遮蔽白光沢 ¥7,234
1660M-010 3 遮蔽白マット ¥7,234

3500 低溶剤インクでも超速乾 Micro Porousタイプ塩ビ 3500X-010 3 超速乾白光沢 80 グレー ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着 ¥8,768
3174X 環境にやさしく、リサイクル可能なPPフィルム。 グレー糊。 3174XG-010 3 白光沢 100 グレー ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着 ¥12,933

1） 送料︓ 上記カテゴリー別送料を適用します。
2) 消費税別途。
3） 糊残り、剥離などは使用するインクの量や、貼り付ける表面との相性などで⼤きく影響を受けます。   施⼯する現場ないし表面との相性を事前によく御確認ください。
4） 表面保護のラミネートフィルムにはORAGUARDがお勧めです。
5） 使⽤上の注意を良く読んで事故を未然に防⽌するようにしましょう。
6) 価格と仕様は事前の通達なく変更する場合がありますので、ご注⽂前に最新データをご確認のうえ、ご注⽂ください。
7) 上記価格は在庫限りの特別価格です。 売り切れの場合はご容赦ください。

モデル名 主な⽤途
型番

印刷前⾒込
耐候年数

フィルム色・
表面仕上

フィルム厚
（μ）

色 特性
PEコート

付

サイズ別ロール単価と送料カテゴリー

3162XRA 短中期屋外広告用。フィルムは厚⼿、エア抜きしやすいラピッドエアータイプで施⼯しやすい。 100 グレー

3620

3640

100

3161DT

透明

3165RA ラピッドエアータイプの糊で非熟練者にも,貼りやすく、カーマーキングや⼤型の中期屋外サインに最適。 100 グレー

3651

中期屋外広告、カーマーキング用。エコソルインク、UVインク、ラテックスインクなどでもすばらしい印刷
品質。
初期粘着⼒を抑えてあるため、⽔貼り不要で施⼯が極めて簡単。
およそ２年までは糊を残さずきれいに再剥離します。フィルムは厚⼿で施⼯しやすい。
インク量が多くても剥離や糊残りが少ない。

100

ラピッドエアータイプの糊で、かつリポジショナブルなため、貼りやすく、カーマーキングや⼤型の⻑期屋
外サインに最適。

グレー
溶剤系強着

ラピッドエアー
リポジショナル

100

100

グレー

3169

(株）テクノプロモーション
〒277-0872 千葉県柏市⼗余⼆313-640

Phone: 04-7135-7707    Fax: 04-7135-7706
http://www.technopromotion.co.jp

ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離
ラピッドエアー
リポジショナル

3162X 短中期屋外広告用。⽔貼り不要。２年間は再剥離。フィルム厚⼿。 100 グレー ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離

100 透明 ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離

短中期屋外広告用。フィルムは厚⼿、エア抜きしやすいラピッドエアータイプで施⼯しやすい。 グレー
ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着
ラッピドエアー
リポジショナル

3164X 短中期屋外広告用。フィルムは厚⼿で施⼯しやすい。 100 グレー ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着

3164XRA

3165

中期屋外広告、カーマーキング用。エコソルインク、ＵＶインク、ラテックスインクなどでもすばらしい印
刷品質。
フィルムは厚⼿で施⼯しやすい。
インク量が多くても剥離や糊残りが少ないので、⼤面積をタイリングして施⼯する場合などにも最適。

1668

3641

短中期屋外広告用。初期粘着⼒を抑えてあり⽔貼りが不要なため、施⼯が極めて楽です。
施⼯後2年程度までは剥がすのも楽です。

短中期屋外広告用 80 透明

-5℃でも施⼯可能な寒冷地仕様⻑期屋外サイン用、冬季屋外施⼯の必需品。
冬季の屋外でのカーマーキングも可能になるので、北国のサイン施⼯のできる仕事の期間が延びます。
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ORAFOL社（ドイツ）製Sign & Graphics⽤糊付塩ビメディア製品価格表

溶剤系強粘着
リポジショナル70

透明

3551

グレー

70

70
グレー

⻑期屋外用、カーマーキング用に最適。 初期粘着⼒を抑えてあり、⽔貼り不要で施⼯が簡単。
再剥離糊のため、剥がすときも楽です。 インク量の多いときもお勧め。

⻑期屋外広告、カーマーキング、過酷な使用環境。エコソルインク、UVインク、ラテックスインクなどでも
すばらしい印刷品質。
初期粘着⼒を抑えてあり⽔貼り不要なため、施⼯が極めて簡単です。
およそ２年までは糊を残さずきれいに再剥離します。インク量が多い印刷物でも剥離や糊残りが少ない。

溶剤系強粘着
寒冷地仕様70 透明

3164 短中期屋外広告用。フィルムは厚⼿で施⼯しやすい。

3650

70

3691

溶剤系強粘着

1660

ORAJETシリーズ

溶剤系強粘着
リポジショナル

溶剤系再剥離

3162

グレー

3621

3751

3109

3591

3551DT

3551RA

塩ビシート 糊

⻑期屋外用、カーマーキング用に最適。 鮮やかな色彩で⾼耐候性。
インク量の多いときも縮みにくいのでお勧め。リポジショナル糊で、貼りなおしが極めて容易。

⻑期屋外用、カーマーキング用に最適。
Cast Filmに近い柔軟性を持つポリメリックカレンダーフィルム使用。

透明

60

80

ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着

中期屋外広告、カーマーキング用。エコソルインク、ＵＶインク、ラテックスインクなどでもすばらしい印
刷品質。
インク量が多いときにも剥離や糊残りが少ない。 ⼤面積をタイリングして施⼯する場合などに最適。

透明

中期屋外広告用。エコソルインク、ＵＶインク、ラテックスインクなどでもすばらしい印刷品質。
インクが多くても剥離や糊残りが少ない。 70 透明

透明

溶剤系強粘着
ラピッドエアー
リポジショナル

グレー

溶剤系再剥離

溶剤系強粘着

グレー

ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着

短中期屋外広告用。 ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ強粘着グレー

溶剤系再剥離100

中期屋外広告、カーマーキング用。エコソルインク、ＵＶインク、ラテックスインクなどでもすばらしい印
刷品質。
初期粘着⼒を抑えてあり⽔貼り不要で施⼯が極めて簡単。
２年までは糊を残さずきれいに再剥離します。インク量が多くても剥離や糊残りが少ない。

-5℃でも施⼯可能な寒冷地仕様。 短中期の屋外広告用。 冬季屋外施⼯の必需品。

溶剤系強粘着

透明

100 透明

70

溶剤系強粘着
寒冷地仕様

溶剤系再剥離

透明

⾼濃度⽩顔料タイプ塩ビで下地を隠す遮蔽短中期屋外広告用。 ⽔貼り不要で施⼯しやすい。
ただし遮光ではありません。 110 透明 ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離

⿊糊で下地隠す遮蔽タイプ短期屋外広告用。 ⽔貼り不要で施⼯しやすい。 ただし遮光ではありません。 100 ⿊

短中期屋外広告用。初期粘着⼒を抑えてあり⽔貼りが不要なため、施⼯が極めて楽です。
施⼯後2年程度までは剥がすのも楽です。 80 透明 ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離

ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離

短中期屋外広告用。初期粘着⼒を抑えてあり、⽔貼り不要。剥がすのも楽です。 グレー ﾎﾟﾘｱｸﾘﾙ再剥離80


