
●フィルムは紙芯に巻いた状態で、PE袋に入れて宙づりにして保管してください。
●湿気や直射日光を避け、風通しの良い冷暗所で保管し、開封後はできるだけ早めにお使いください。
●プリンタにセットした状態で保管しますと、フィルムのカールやホコリの付着によりプリンタの故
障の原因になりますのでご注意ください。

●お客様の加工によって生じたプリンタやメディアの不具合。
●施工後に生じた貼り付け下地、プリンタおよびメディアの不具合。
●当社が推奨するメディアとラミネートフィルムの組み合わせ以外による加工後の不具合。
●お客様が作画されたメディアの耐候性。
●お客様が作画されたメディアに関する印刷画質。

●水貼り施工は温度･湿度条件によって、被着面と粘着面の残留水分が抜けにくくなり、十分な接
着力が得られずに、浮きや剝がれが発生する場合がありますので、施工には十分ご注意ください。

●被着体の特性によっては十分な接着力が得られない場合や、膨れや剝がれが発生する場合があ
ります。必ず事前にご確認ください。
注意すべき被着体
ポリプロピレン、ポリエチレン、アクリル、ポリカーボネート、フッ素系塗装、シリコン系塗装、粗面
素材、テント地、プラスチック成形物　など

●再剝離性能は貼付期間や被着体の種類、雰囲気条件により異なります。必ず事前のテストをお
薦めします。

●アクリル基材のラミネートフィルムを清掃する際は水、または中性洗剤をご使用ください。
フィルムが劣化する恐れがありますので IPAなどの有機溶剤のご使用はお避けください。

●フィルムの表面は直接手で触れないように注意してください。インクの定着不良などの原因にな
る場合があります。また、メディア表面の清掃は軽くから拭きしてください。

●プリンタの種類やインク、RIPによって印字に差が出る場合があります。事前にご確認のうえ、ご
使用願います。

●インクが完全に乾燥するまでは施工およびラミネート加工などの後加工は行わないでください。
●十分に乾燥させるためにも、印字面はできる限り空気に触れやすい状態にし、必要に応じて送風
などされることをお薦めします。

●強度を必要とする用途の場合は、実験などにより事前に安全確認を行ってください。
●事前に印字が可能であるか、またお求めになる用途に適合するかご判断ください。
●静電気の影響で塩ビの表面張力が変化し、印刷むらが発生する場合がありますので、プリンタ
はアースを取ってご使用ください。

●製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。

●本カタログの掲載内容は事前の予告なしに変更する場合があります。
●万が一製品に起因する不具合が生じた場合、材料のみ代替提供させていただきます。その他
の負担（出力製品代、施工代など）は負いかねますのでご了承願います。

●当社における印字テストは実施済みですが、すべての出力条件において印字が可能であるこ
とをお約束するものではありません。

●品質には万全を期していますが、万が一問題が生じた場合は直ちに当社営業に「品番」と「ロッ
ト番号」をご連絡ください。

低コストで長尺品にもラミネート加工が可能なリキッドタイプのワイドラミネーター。
凹凸のあるメディアにも均一なコーティングができます。

デジタルプリント壁紙において重要なポイントと
なる位置決めにしっかりと対応するためボンド
を配合しています。

デジタルプリント壁紙の施工に最適な毛の
柔らかなローラー刷毛です。
毛足の柔らかな素材を使うことで、壁紙をなで
付ける際に印刷面への傷付きを防止します。

原液使用タイプ（ボンド入り）JIS A 6922 2種2号
容量：18ｋｇ（6ｋｇ×3袋）入り

塩ビフィルムやターポリンなどのインクジェットメディアに
コーティングすることにより耐候性、表面強度が向上します。

デジタルプリント壁紙にコーティングすることにより、
表面強度が向上します。

プリンテリア各種専用コート液 （屋内用）

リキッドラミネーター
各種ラミネーター・コート液

プリンテリア施工用各種副資材
施工推奨糊 施工用ローラー刷毛

屋外専用コート液

風合い ： マット

容量 ： 4ℓ

メディア ： プリンテリアSO

  プリンテリアSO2

  プリンテリアOW（OY)

加工方式 ： ローラーコーター方式

最大ラミネート幅 ： 1,400㎜

最大ラミネート速度 ： 0.5m/分

定格電源 ： 単相100V-120V/15A

外形寸法 ： 1,840（W)×740（D)×1,140（H)㎜

本体重量 ： 約160ｋｇ

風合い ： グロス

容量 ： 4ℓ

風合い ： マット

容量 ： 4ℓ

メディア ： プリンテリアOW

サイズ ： 約345㎜（1寸）

材質 ： ローラー刷毛：ポリエステル

  持ち手：木

梱包形態 ： 10本/箱入り

LCL4SO2

LCL4AP

以下の事項については責任を負いかねます。

使用上の注意 保管上の注意

その他

免責事項
施工上の注意



屋外・屋内のサイングラフィックを
トータルサポート

～思い描いたビジュアルシーンを最適な材料でご提案します～

リンテックグループの一員であるリンテックサインシステム。

デジタルプリント用インクジェットメディア＆ラミネートフィルム「グラフィカル」では

使用する用途、期間、場所に応じたお客様のさまざまなニーズにお応えすべく、

リンテックの確かな技術力をベースに、信頼のサポート力とチャレンジ精神で、

意匠性に富んだ鮮やかな発色を再現し、最適な空間づくりのため、価値ある製品を提供いたします。

屋外サイングラフィック

屋内サイングラフィック

使用用途、掲示期間、施工環境など、ニーズに応じた
各種メディア、ラミネートフィルムをご提供いたします。

内装材に必要不可欠な防火認定・F☆☆☆☆認定製品をはじめ
各種デジタルプリント製品をラインアップしています。

屋外塔屋サイン袖看板・壁面サイン

フロアサインウインドー装飾車両コルゲート/ラッピング

コルゲートや3次曲面に追従す
るため車両ラッピング、交通広
告に使用可能

店舗イベント装飾や短期掲示に最
適な、貼りやすく、剥がしやすいウ
インドー装飾フィルムシリーズ

屋内外で床面や路面などに設置
するフロアサインに最適。

防火認定を取得したメディアと
ラミネートフィルムの組み合わせ
※指定下地のみ

一定の条件をクリアした場合に
限り製品の屋外耐候5年の品質
保証が可能

粘着剤付化粧フィルム案内サイン デジタルプリント壁紙 デジタルプリントウインドー装飾フロアサイン

高透明のポリエステルフィルム
を使い、ガラスの透明性を生か
した装飾が可能

各種エンボスパターンや防火認
定、F☆☆☆☆認定に対応したデ
ジタルプリント壁紙シリーズ

場所や掲示期間に合わせ、店舗の
インフォメーションや誘導、案内
表示として使用可能な製品群

イベントプロモーション、ディ
スプレイ装飾として床面を活用

「パロア」をベースにデジタルプ
リントを施した意匠性の高いオ
リジナル化粧フィルム

■屋外耐候5年の品質保証システム　「グラフィカル５」について

■内装材における防火認定とF☆☆☆☆認定について

■各種認定製品一覧・飛散防止　品質証明書について

■デジタルプリント内装材

〇デジタルプリント壁紙「プリンテリア」

〇シースルーグラフィックス™「コントラヴィジョン」

〇デジタルプリントウインドーフィルム「ウインテリア」

〇デジタルプリント粘着剤付化粧フィルム「パロアデコ」

〇デジタルプリント内装用化粧シート「ウオルコス」

〇すりガラス調デジタルプリントウインドー装飾フィルム「グラステックス」

■品番一覧

■副資材・注意事項

〇デジタルプリント×３Dエンボス加工「プリンテリア　ダイメンス」

1・2

3・4

5・6

7

10

10

7

7
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11・12

裏表紙
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Ａ. 下記条件をご参照お願いいたします。
Q. 対象製品は？

マニュアルに沿って

Ａ. 著しい退色および剝離のないこと。
Q. 保証内容は？

Q. 補償内容は？
Ａ. メディアとラミネートを補償いたします。

Q. 保証条件は？
Ａ. 下記条件をご参照お願いいたします。

Ａ. 著しい退色および剝離のないこと。
屋外垂直掲示の使用において、施工後５年間、インクジェットメディア及びラミネートフィルムの
著しい退色及び剝離のないことを保証いたします。

Q. 保証内容は？

Ａ. 下記条件をご参照お願いいたします。
Q. 対象製品は？

Q. 補償内容は？
Ａ. メディアとラミネートを補償いたします。

Q. 保証条件は？
Ａ. 下記条件をご参照お願いいたします。

●一般のサインディスプレイに想定され得る通常使用
●日本国内における標準の気候条件下において垂直掲示面にて使用
●当社指定の方法にて制作かつ施工マニュアルに従って施工がなされた場合

当社指定の事項を遵守して制作された製品において、保証期
間内に不具合が発生した場合は、不具合部分の改修に要する
同数量のインクジェットメディア及びラミネートフィルムを
無償補償いたします。
※改修に要するインク・プリント費用・施工費用・機会損失
に伴う不利益などについては、保証の対象外となります。

グラフィカル５とは屋外耐候５年の
品質保証システムです。

グラフィカル５とは屋外耐候５年の
品質保証システムです。

グラフィカル５は、当社指定のインクジェットプリンターとインクに対して専用のインクジェットメディア・
ラミネートフィルムを使用、また指定の下地や当社の施工マニュアルに基づき、施工した場合に限り、製品の屋外
耐候５年の品質を保証するシステムです。※事前のユーザー講習と登録の必要があります。

※詳細につきましては当社までお問い合わせください。

メーカー I JPインク

Solvent

Latex

Latex

UV

Solvent

Solvent

Solvent

Solvent

備考

＊１
＊２

＊４
＊３

＊５

シリーズ プリンター名称 インク名称

Sure Color
Ultra Chrome GS3

EG-OutdoorGX Ⅱ
SXインク

HP789Latex

TP2500INK
VJ-MSINK3

SS21
LX-101

Eco-Sol MAXⅡ

EJ INK

SC-S30650/50650/70650
SC-S40650/60650/80650

Hシリーズ/64S
Mシリーズ

LATEX 250/650

Sure Color

ColorPainter

Designjet Latex

True Press Jet 2500 UV
ValueJetシリーズ

JVシリーズ
JV400LX

SOLJET PRO4
VersaEXPRESS
VersaCAMM
SOLJET

XR-640/XF-640
RF-640
VS-640i/540i/300i
EJ-640

エプソン販売(株)

(株)OKIデータ・インフォテック

日本HP(株)

大日本スクリーン製(株)
武藤工業(株)

(株)ミマキエンジニアリング

ローランド.ディー.ジー(株)

品種 品番 基材 表面 基材厚 サイズ 粘着剤

インクジェット
メディア

ラミネート
フィルム

VMG-6666
GIY-11Z5
GIY-12Z5
GSL-6148
GSL-6248

アクリル

PVC

フッ素

グロス
グロス
マット

透明マット
透明グロス

50μｍ

80μｍ

30μｍ

1,370ｍｍ×30ｍ

1,380ｍｍ×30ｍ

強粘着グレー

●対象プリンター＆インク（純正）

●対象製品（メディア＆ラミネートフィルム）

申請内容に不備がな
ければ、保証書を発行
させていただきます。
保証期間は施工日よ
り5年となります。

申請書に出力条件や
施工条件など記載し
ていただき、保証書
発行の申請が可能と
なります。

講習時にご説明いた
しました指定の条件
で出力・ラミネート・
施工を行っていただ
きます。

ユーザー様の情報を
登録し、G5認定加工
店証明書を発行いた
します。

事前にユーザー様に
向けて概要や保証条
件などをご説明いた
します。

保証書発行までの流れ
1. 事前講習 2. 登録 3. 製作・施工 4. 申請 5. 発行

ー

※順次追加予定＊1：メタリック・旧オレンジインクを除く ＊2：メタリック・レッド・オレンジインクを除く ＊3：メタリックインクを除く
＊4：オレンジ・グリーンを除く ＊5：メタリックインクを除く使用した分の

メディアとラミネートフィルム

「剝がれ」

一般サインディスプレイ＆垂直掲示面

「退色」 「割れ」

5 年後 5 年後 5 年後



3 4

内装材における防火認定とＦ☆☆☆☆認定内装材における防火認定とＦ☆☆☆☆認定
インクジェットプリンタにて出力したデジタルプリント製品を

内装材として使用する際には、
「防火認定・F☆☆☆☆認定」を取得しているかどうかが、大変重要です。

建築基準法に「防火に関する内装制限（防火認定）」と「シックハウス規制(F☆☆☆☆認定)」が明記されており、
内装材として使用される製品は、これらへの対応が必要となっています。

なぜか？

対応が必要な理由は？

対応が必要な箇所や建物の種類、関連法令は？

なぜか？

対応が必要な理由は？

対応が必要な箇所や建物の種類、関連法令は？

対応が必要な箇所

建物の種類

主な関連法令

認定の性能・等級

法規制に対する取り組みと運用方法法規制に対する取り組みと運用方法

壁や天井、避難路などの一部となる
内装仕上げ材＝壁紙

シックハウス対策防火認定

「特殊建築物」 と
呼ばれているものがほとんど

※劇場やホテル、病院、商業施設等

内装仕上げ材＝壁紙は必須

すべての居室の壁面や天井等、
面になる箇所 で必須

※人が常時いないことが明白な
倉庫等は除外

少ない

多い

認定書の発行方法について認定書の発行方法について

防火性能(不燃・準不燃・難燃)について防火性能(不燃・準不燃・難燃)について

運用が可能な下地材の組み合わせは次のページにて、またプリンタとインクについては当社ホームページをご参照ください。

運用可能な
プリンタとインク

ベース基材
(メディア＆ラミネートフィルム)

貼り付け下地
(告示された下地)

３つの条件が揃って初めて防火材料となります３つの条件が揃って初めて防火材料となります

検査に必要な「防火認定書」「F☆☆☆☆認定書」の写しについては当社ホームページより申請が可能です。
また「防火壁装材料証明書」「防火施工管理ラベル」も同様に発行しています。

申請方法

1990年代に社会問題化したシックハウス症候群の増大の影響により、2003年に建築基準法が改正され、
「ホルムアルデヒドの規制」と「クロルピリホスの使用禁止」 が制定されました。
その中で内装材の壁紙が対象アイテムとなり、 ホルムアルデヒドを発散する等級に応じて使用面積が
制限される こととなりました。

シックハウス対策シックハウス対策

必要事項(各項目の右側に※印)に入力の上、
下段の”申請登録する”ボタンをクリック

申請内容に不備がなければ
翌日以降に発行いたします。

※申請内容に不備がある場合、
　確認のご連絡をさせていただきますので予めご了承ください。※パスワードメールは厳重に管理をお願いいたします。

建築物には 「避難時間を確保するために内装を燃えにくくする目的」 から建築物の用途・規模・構造に基づき、
「内装制限」 という基準が設けられており、場所によって認定を取得した 「防火材料」 の使用が義務付けられています。

防火認定防火認定

当社ではリンテック株式会社にて取得している「防火認定/F☆☆☆☆認定」製品を正しく運用していただくため、
お客様に対して講習を行っております。講習をご希望のお客様は当社までお問合せください。

講習の申し込み 講習と測定

講習と同時にお客様の作業環境の
ホルムアルデヒド濃度を測定 ＊１

登録用紙と
同意書に記入

認定加工店の
証明書を発行

ご希望の日時に合わせて
お伺いいたします

保有プリンタや搭載インク
測定数値等を記入

当社ホームページにアクセス
(http://www.sign-japan.com/)

運用可能な
プリンタとインクは
こちらから確認可能です

運用可能な
プリンタとインクは
こちらから確認可能です

ご希望のお客様のみ

インクジェットプリンタにて出力したデジタルプリント製品は、下地との組み合わせにてその防火性能が認められます。
またデジタルプリント製品は、使用プリンタ・インクの組み合わせも関係しており、運用可能なプリンタ・インク以外で
出力した場合は性能が認められず、当社からは防火認定書等の書類の発行は不可となります。

性能の表示記号ホルムアルデヒド
発散量 使用面積の制限

F☆☆☆☆ 使用制限なし

F☆☆☆ 床面積の2倍まで

F☆☆ 床面積の0.3倍まで
旧E2、FC2、

また表示なし 使用禁止

＊1 製品を開梱することで、製品にホルムアルデヒドが移染することが懸念されます。
 そのため講習と同時にユーザー様の作業環境のホルムアルデヒド濃度を測定しており、
 確認が完了した上で、F☆☆☆☆認定書の写しの発行が可能となります。

講習の流れ

登録済みのお客様はこちらからログイン

新規のお客様
”新規登録”をクリックし
会社情報等ご入力お願いいたします。

認定書の発行申請は
こちらから
認定書の発行申請は
こちらから

防火認定
　・建築基準法第35条の2
　・建築基準法施行令128条の3、4
　・同施行令129条、同条7の2

ホルム
　・建築基準法第28条の２
　・建築基準法施行令第20条の5、7、8、9
　・国土交通省告示　1113号～ 1115号

※法令は令和元年12月時点のものです。
※関連する法令をすべて掲載しているわけではありません。

防火認定 認定番号
不燃材料 NM-〇〇〇〇

準不燃材料 QM-〇〇〇〇

難燃材料

（20分間燃焼しないこと）

（10分間燃焼しないこと）

（5分間燃焼しないこと） RM-〇〇〇〇
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・質感がマット
・手触りがやわらかい

Matt/マット

グラフィカルvol.9では、多彩な空間演出を可能にする内装用のデジタルプリント素材を多数ラインアップ。
用途に応じたメディアの選定、加工受け、施工までトータルでサポートいたします。

デジタルプリント内装材

2000年に発表されたデジタルプリント壁紙のパイオニア。各種テクス
チャー、素材をラインアップ。思い描いたグラフィックを自由自在に表現、
世界でただ1つのインテリアスタイルを実現します。

色鮮やかなビジュアル表現が可能な水性顔料インクジェットプリントによる、
オリジナル・デジタルプリント内装用化粧シートです。

パロアデコは業界初の粘着剤付化粧フィルムにデジタルプリント加
工を行い、防火認定、F☆☆☆☆認定を取得しました。オリジナルデザ
インを付加することで、下地の風合いを活かした意匠表現が可能です。

オリジナル表現が自由自在

小ロット製作が可能

豊富なデザインライブラリー

環境・安全性に配慮した製品設計

商品写真やロゴデザインなどを生かした、オリジナルティーの高いインテリア装飾を実現します。

必要な時に、必要な量だけ出力でき、小ロットのオリジナルプリントが低コスト、短納期で作成できます。

デザインライブラリー「ビジュアルマーキングドットコム」に約300種類の豊富なデザインデータをご用意しています。

防火認定やシックハウス対策など、内装材に求められる安全性をクリアしています。

業界初 デジタルプリント３Dエンボス壁紙

―プリンテリア ダイメンス―

DIMENSE  (ダイメンス)とは？

どうやって凹凸をつけるの？

DIMENSE  (ダイメンス)とは、フルカラーで出力しながら、 デジタルエンボス加工（凹凸）を行うことができる壁紙 です。DIMENSE  (ダイメンス)とは、フルカラーで出力しながら、 デジタルエンボス加工（凹凸）を行うことができる壁紙 です。

フルカラーでプリントする際に、  「ストラクチュアルインク(以下Sインク)」という特殊インクも同時にプリント した後、
加熱するためのユニットを通ります。その時、Sインクをプリントした箇所は発泡せず、
Ｓインクを出力した箇所と、出力していない箇所で高低差（凹凸）が生まれます。
そのため「プリント+加熱」を行った壁紙はフルカラー出力され、最終的に立体的な風合いになります。

フルカラーでプリントする際に、  「ストラクチュアルインク(以下Sインク)」という特殊インクも同時にプリント した後、
加熱するためのユニットを通ります。その時、Sインクをプリントした箇所は発泡せず、
Ｓインクを出力した箇所と、出力していない箇所で高低差（凹凸）が生まれます。
そのため「プリント+加熱」を行った壁紙はフルカラー出力され、最終的に立体的な風合いになります。

S：ストラクチュアルインク

発泡を抑制するSインク加熱 加熱

発泡 発泡

発泡を抑制するインク「Sインク」の濃度で
凹凸のレベルを操作いたします。

発泡

プリント後の壁紙を加熱すると…

※最大1㎜の厚さまでふくらみます。
フリース素材

発泡イメージ

PVCフリーの発泡層

フリース素材

プリント前

プリントしたイメージ

C：シアン K：ブラックY：イエローM：マゼンタ

Ｓインクの働き

抑制

専用メディアの
種類(風合い)

Ｆ☆☆☆☆認定

マット/パール
ゴールド

メディア幅 1,600㎜

1,520㎜有効印字幅

エンボスの厚み

MFN-3554

最大1㎜まで
・ツヤ感のある表面
・発泡がより目立つ

Pearlscent/パール

・黄金色の光沢
・高級感の演出

Gold/ゴールド

※プリンテリア ダイメンスにつきまして専用プリンター/メディアでのみ製作可能です。
　弊社ショールームにて、専用プリンター及び、加工品の見学が可能です。

※DIMENSE  はUAB VEIKAの登録商標です

ＤＩＭＥＮＳＥ　規格一覧
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専用メディア
（粘着付透明フィルム）に

積層印刷

●透明度の高い「超透明PET基材」のメディアを使用することでガラス本来の美しさを保ちます。

ソルベントインク ： インクの透明度を活かした表現やシルク印刷のような不透過表現も可能
UV インク ： すりガラス調、またマット調の表現が可能

特徴 ●使用するインクの違いで多彩で多様な表現が可能

屋内ウインドー装飾用　すりガラス調フィルム

オリジナルデザインのすりガラス調フィルムや
サンドブラスト加工フィルムを、専用のグラステックスインクで再現
グラフィックやロゴ、幾何学模様などをサンドブラストの風合いでデザインを施すことができる、
すりガラス調の屋内用ウインドー装飾フィルムです。
ウインドーディスプレイのデザイン性を高めつつ、透過光によりガラスの透明感を維持することで、
よりデザイン性の優れた空間を演出します。

●デジタルプリントにより、細かいデザインパターンやグラデーション表現が可能です。
●カラー出力による鮮やかな表現が可能です。
●オリジナルデザインが1ｍからの小ロットで製作できます。

特徴

ナチュラルなグラデーション表現 文字表現も可能

各層を細かいストライプ状に
印刷することで、透明フィルムの
隙間を通して視認性を確保します

各層を細かいストライプ状に
印刷することで、透明フィルムの
隙間を通して視認性を確保します

視認性を確保したまま、１枚の透明フィルムに
表裏異なるディスプレーデザインが可能

●１枚の透明フィルムに積層（最大７層）印刷することで、表裏で異なるデザインを施した装飾フィルムを作成。
●用途に応じ、印刷部分の透過／不透過、片面／両面など選択可能。

事例①　（両面画像仕様）

夜・外側から

昼・内側から

昼・外側から

夜・内側から

特徴

シースルーグラフィックス　コントラビジョン

両面のカラー画像は異なる印刷が可能で、
店舗の内外の両方に異なるビジュアルを
表示可能です。
シースルー効果も維持でき、周囲の環境光
が明るい側からはよりビジュアルが見や
すくなります。

※飛散防止性能や紫外線カット機能を有したウインドーフィルムの製作も可能です。
※UVインク用メディア「GUV-5105」を使用し、指定のプリンター /インク、また指定の出力方式で製作した場合に限り
　防火認定・F☆☆☆☆認定を適用することが可能です。

※ライセンス管理の関係上、指定のプリンターでの出力が必要です。
※片面画像仕様、積層数を変更した仕様があります。別冊カタログをご用意しておりますので、弊社までお問い合わせください。

※専用のプリンター／インク、またはメディアで製作した場合のみ「グラステックス」の特徴的な表現が可能です。
※別冊カタログもご用意しておりますので、弊社までお問合せください。

白プリントによるグラデーションシートや透明感の高い表現など、
さまざまな選択が可能なオリジナル・デジタルプリント
ウインドー装飾フィルムです。

規格・メディア種類
グラステックス出力可能メディア

製品サイズ品番 最大出力幅 粘着力 基材

1,250 ㎜／ 1,560 ㎜
GUV-5105 1,210 ㎜ 強粘着

GUV-52H5 1,520 ㎜ 強粘着再剝離

1,220 ㎜
GIY-0305

1,180 ㎜
強粘着

超透明 PET
GIY-0315 弱粘着再剝離

1,370 ㎜
GIY-0306

1,330 ㎜
強粘着

スタンピーシリーズ 微粘着




