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凸凹のある路面

 

 

 

 

フィルム：
 
厚み：  
 
糊：  
 
離型紙：  
 
 
総厚み：  
 

粘着力： 
 
寸法精度：

(ASTMD-903)
 
 
耐化学性：
 
可燃性：  
 
温度：  
 
 
耐候年数：
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路面グラフィック用

 
この屋外路面

ディスプレイ

への施工

MP 326
 
 
その他、
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耐化学性：  

 

耐候年数：  

アスファルトグラフィックス

デジタル

                 

テクノプロモーション 

7135-7706 
Email: info@technopromotion.co.jp 
http://www.technopromotion.co.jp 

フィック用デジタル

この屋外路面グラフィック

ディスプレイ用に理想的なフィルムです。

への施工に最適で、使用後は簡単に剥がす事

MP 326 又は ASLAN MP 300

、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：
info@technopromotion.co.jp

ソフト塩ビ

80 ミクロン

アクリル系透明感圧糊

PE コーティング付シリコンペーパー

（両面）

300 ミクロン
 

施工直後

アルミ上に施工

         70 °C 

(25 x 25 cm) 

24 時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える

アルミに貼って

施工温度：

使用温度：

上にかか

ロテクト

アスファルトグラフィックス

デジタル印刷フィルム

                 

デジタル印刷用糊付きフィルム

グラフィック用デジタル

用に理想的なフィルムです。

で、使用後は簡単に剥がす事

ASLAN MP 300 とのコンビネーション

についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：
info@technopromotion.co.jp    

ソフト塩ビ 

ミクロン 

アクリル系透明感圧糊

コーティング付シリコンペーパー

（両面） 

ミクロン 

施工直後（コンクリート上）

アルミ上に施工 
 48 時間後 

(25 x 25 cm)  

時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える

アルミに貼って 自己鎮火

施工温度：  
使用温度：  

上にかかる負荷によりもよりますが、中部ヨーロッパの平均的な気候をベースに、

ロテクト ASLAN MP 300

 

アスファルトグラフィックス

印刷フィルム

                  

販売店

印刷用糊付きフィルム

用デジタル印刷用フィルムは

用に理想的なフィルムです。特別な糊を備えた

で、使用後は簡単に剥がす事が出来ます

のコンビネーションで

についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：
    Tel: 04-7135-7707

アクリル系透明感圧糊 

コーティング付シリコンペーパー

（コンクリート上） 

時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える

自己鎮火 

る負荷によりもよりますが、中部ヨーロッパの平均的な気候をベースに、

ASLAN MP 300 又は屋外フロアプロテクト

アスファルトグラフィックス

印刷フィルム

販売店： 

印刷用糊付きフィルム 

フィルムは、凸凹のある

な糊を備えた WrapTheStreet ASLAN DFP 46
が出来ます。常に屋外用フロアプロテクト

でご使用下さい

についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：
7707 

平米数量：

コーティング付シリコンペーパー  平米重量：

 

~ 5 N/25 mm

最大－

時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える

最低

－30 °C

る負荷によりもよりますが、中部ヨーロッパの平均的な気候をベースに、

又は屋外フロアプロテクト

アスファルトグラフィックス

印刷フィルム DFP 46

あるアスファルトやコンクリート、石

WrapTheStreet ASLAN DFP 46
用フロアプロテクト

ご使用下さい。 

についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：

平米数量： ~ 100 g/m²

平米重量： ~ 144 g/m²

~ 5 N/25 mm 

最大－0.45 % 

時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える

最低 12°C 
30 °C ~ 最高+80 °C

る負荷によりもよりますが、中部ヨーロッパの平均的な気候をベースに、

又は屋外フロアプロテクト ASLAN MP 326

アスファルトグラフィックス用

DFP 46

アスファルトやコンクリート、石

WrapTheStreet ASLAN DFP 46 は屋外

用フロアプロテクトラミネートフィルム

についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい： 

~ 100 g/m² 

~ 144 g/m² 

時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える

0 °C 

る負荷によりもよりますが、中部ヨーロッパの平均的な気候をベースに、

ASLAN MP 326 との組み合わせ

用 
DFP 46 

アスファルトやコンクリート、石などへの短期

は屋外の凸凹した路面

ラミネートフィルム ASLAN 

 

 

時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える 

る負荷によりもよりますが、中部ヨーロッパの平均的な気候をベースに、プレミアムフロアプ

との組み合わせた場合 6 ヶ月。

などへの短期

路面

ASLAN 

 

 

プレミアムフロアプ

ヶ月。 
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このフィルム

スクリーン

印刷を摩擦や摩耗から保護し、スリップ抵抗力を増やすためにフロアグラフィックラミネートフ

ィルム

完全に乾いている事。

ラフィックラミネートフィルム

施工する

るイメージのサイズは最低

専用です

施工する

は温度

フィルム

あるエリアなどに水が

施工する面は多種多様ですので、

大きい場合は

が多い場所では

のある面には施工しないで

WrapTheStreet ASLAN DFP 46
フィルム

ロール

部である為、

施工前のフィルムは、生産日より最低

フィルムは室温

ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコア

ホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さ

い。 

 

 全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。

製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任にお

いて行ってください。
 
製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい
  

アスファルトグラフィックス

デジタル印刷フィルム

                 

フィルムは溶剤、エコソル、

スクリーン印刷が可能

を摩擦や摩耗から保護し、スリップ抵抗力を増やすためにフロアグラフィックラミネートフ

ィルム ASLAN MP 300
に乾いている事。

ラフィックラミネートフィルム

施工する表面は油脂やホコリなどの汚れがなく、乾いた

るイメージのサイズは最低

です。 ヒートガン及びゴムローラー

施工する場所の表面温度は少なくと

は温度が著しく下がって

フィルムが剥がれるのを防ぐため、

エリアなどに水が

する面は多種多様ですので、

大きい場合は、破損又は

多い場所では、糊の

のある面には施工しないで

WrapTheStreet ASLAN DFP 46
フィルムは慎重にゆっくり剥がして下さい。

ロールのコア付近には

部である為、表面がマット調になっている場合がありますが、少し経てば消えてなくなります。

施工前のフィルムは、生産日より最低

フィルムは室温 15℃
ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコア

ホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さ

 

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。

製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任にお

いて行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい
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販売店

は溶剤、エコソル、UV
が可能です。 

を摩擦や摩耗から保護し、スリップ抵抗力を増やすためにフロアグラフィックラミネートフ

ASLAN MP 300 又は ASLAN MP 326
に乾いている事。 そのためインクは少なくとも

ラフィックラミネートフィルム同士が

は油脂やホコリなどの汚れがなく、乾いた

るイメージのサイズは最低でも 0.5 ㎡

ヒートガン及びゴムローラー

温度は少なくと

下がってはならず、

が剥がれるのを防ぐため、

エリアなどに水が貯まると、耐候年数

する面は多種多様ですので、必ず

破損又は剥離する可能性はあります

の粘着力が大きく低下する可能性

のある面には施工しないで下さい。

WrapTheStreet ASLAN DFP 46 は 6
にゆっくり剥がして下さい。

のコア付近には表面の光沢感が少なくなっている場合があります。

がマット調になっている場合がありますが、少し経てば消えてなくなります。

施工前のフィルムは、生産日より最低

℃～25℃で、湿度は

ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコア

ホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さ

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。

製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任にお

いて行ってください。 

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

アスファルトグラフィックス

印刷フィルム

販売店： 

UV 硬化インク又はラテックスインク

を摩擦や摩耗から保護し、スリップ抵抗力を増やすためにフロアグラフィックラミネートフ

ASLAN MP 326 で保護して下さい。

インクは少なくとも

同士がオーバーラップ

は油脂やホコリなどの汚れがなく、乾いた

㎡以上のサイズにしてください。

ヒートガン及びゴムローラーを使用して、凹面に抑え込みながら施工

温度は少なくとも 12 °C 以上で

ならず、最終的に本来の

が剥がれるのを防ぐため、丸みを帯びたコーナーにする事をお勧めします

耐候年数は下ります

必ず事前にテストを行って下さい。

可能性はあります

大きく低下する可能性

。粘着力がかなり

6 ヶ月までであれば

にゆっくり剥がして下さい。 

の光沢感が少なくなっている場合があります。

がマット調になっている場合がありますが、少し経てば消えてなくなります。

施工前のフィルムは、生産日より最低 1 年保管出来ます。

で、湿度は 50％～60％
ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコア

ホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さ

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。

製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任にお

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

アスファルトグラフィックス

印刷フィルム DFP 46

インク又はラテックスインク

 
を摩擦や摩耗から保護し、スリップ抵抗力を増やすためにフロアグラフィックラミネートフ

で保護して下さい。 

インクは少なくとも 48 時間は乾燥されていること。

オーバーラップして施工され

は油脂やホコリなどの汚れがなく、乾いた状態で施工して

以上のサイズにしてください。

を使用して、凹面に抑え込みながら施工

でなければなりません。

本来の粘着力がつくまで

帯びたコーナーにする事をお勧めします

ります。  
事前にテストを行って下さい。

可能性はあります。 水がたまるような場所、

大きく低下する可能性が高まります。

かなり増し、再剥離性を

ヶ月までであれば問題なく剥がす

の光沢感が少なくなっている場合があります。

がマット調になっている場合がありますが、少し経てば消えてなくなります。

年保管出来ます。 

％で保管されていなければなりません。

ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコア

ホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さ

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。

製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任にお

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

アスファルトグラフィックス用

DFP 46

インク又はラテックスインクのデジタル印刷および、

を摩擦や摩耗から保護し、スリップ抵抗力を増やすためにフロアグラフィックラミネートフ

 ラミネートする前に

乾燥されていること。

れないようにご注意ください

施工して下さい。施工

以上のサイズにしてください。 フィルムは

を使用して、凹面に抑え込みながら施工

なりません。 施工後

がつくまで濡れない様に

帯びたコーナーにする事をお勧めします

事前にテストを行って下さい。 フィルムに

たまるような場所、濡れていること

高まります。 フィルムは

再剥離性を保証出来ません。

問題なく剥がす事が出来ます。

の光沢感が少なくなっている場合があります。シリコンペーパー

がマット調になっている場合がありますが、少し経てば消えてなくなります。

で保管されていなければなりません。

ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコア

ホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さ

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。

製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任にお

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい

用 
DFP 46 

デジタル印刷および、

を摩擦や摩耗から保護し、スリップ抵抗力を増やすためにフロアグラフィックラミネートフ

ラミネートする前にインクが

乾燥されていること。フロアグ

ご注意ください。

施工しようとす

フィルムは凸凹のある面

を使用して、凹面に抑え込みながら施工して下さい。

施工後 72 時間以内

様にして下さい。

帯びたコーナーにする事をお勧めします。 くぼみの

フィルムにかかる負荷が

濡れていること

は平滑や、つや

保証出来ません。 

事が出来ます。 

シリコンペーパーの後

がマット調になっている場合がありますが、少し経てば消えてなくなります。

で保管されていなければなりません。 

ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコア

ホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さ

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。 

製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任にお

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい 

を摩擦や摩耗から保護し、スリップ抵抗力を増やすためにフロアグラフィックラミネートフ

インクが

。 

しようとす

凸凹のある面

して下さい。 

下さい。 

くぼみの

が

濡れていること

つや

の後

がマット調になっている場合がありますが、少し経てば消えてなくなります。 

ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコア


