
　silhouetteCAMEO用　32cm幅シート価格表　 2015年　１月 新サイズ　徳用２０ｍ巻 新サイズ　徳用５０ｍ巻

10m巻本体価格 税込8％ 税込10％ ５ｍ／ｍ売り本体価格 税込8％ 税込10％ 税込8％ 税込10％ 税込8％ 税込10％

Mactac8200　白黒 \1,750 \1,890 \1,925

Mactac8200　カラー \1,950 \2,106 \2,145

Mactac8200　メタリック \2,300 \2,484 \2,530

ORACAL641　白黒クリア \1,900 \2,052 \2,090 5 ｍ \1,080 \1,166 \1,188 20 ｍ \3,700 \3,996 \4,070 50 ｍ \8,200 \8,856 \9,020

ORACAL641　カラー \2,200 \2,376 \2,420 5 ｍ \1,250 \1,350 \1,375 20 ｍ \4,100 \4,428 \4,510 50 ｍ \9,900 \10,692 \10,890

ORACAL641　メタリック \2,700 \2,916 \2,970 5 ｍ \1,550 \1,674 \1,705 20 ｍ \5,100 \5,508 \5,610 50 ｍ \11,500 \12,420 \12,650

Mactac8900　一般色 \3,200 \3,456 \3,520 5 ｍ \1,700 \1,836 \1,870

Mactac8900　メタリック \3,700 \3,996 \4,070 5 ｍ \2,000 \2,160 \2,200

Mactac8900　wallArt \4,000 \4,320 \4,400 5 ｍ \2,150 \2,322 \2,365

ORACAL651　白黒クリア \3,200 \3,456 \3,520 5 ｍ \1,700 \1,836 \1,870 20 ｍ \5,550 \5,994 \6,105

ORACAL651　カラー \3,700 \3,996 \4,070 5 ｍ \2,000 \2,160 \2,200 20 ｍ \6,500 \7,020 \7,150

ORACAL651　メタリック \4,000 \4,320 \4,400 5 ｍ \2,150 \2,322 \2,365 20 ｍ \7,000 \7,560 \7,700

Mactac9800ルミナス \5,100 \5,508 \5,610 5 ｍ \2,890 \3,121 \3,179

ORACAL551　白黒 \5,700 \6,156 \6,270 5 ｍ \3,250 \3,510 \3,575 20 ｍ \8,200 \8,856 \9,020

ORACAL551　メタリック \6,900 \7,452 \7,590 5 ｍ \3,500 \3,780 \3,850 20 ｍ \10,500 \11,340 \11,550

ORACAL351　シルバー \4,000 \4,320 \4,400 20 ｍ \7,260 \7,841 \7,986

ORACAL351　ゴールド \4,900 \5,292 \5,390

ORACAL851メタリック \10,200 \11,016 \11,220 2 ｍ \2,400 \2,592 \2,640

ORACAL8300 \4,500 \4,860 \4,950 5 ｍ \2,700 \2,916 \2,970 商品価格は為替の変動に伴い、予告なく変更する場合があります。

Arlonラメ入メタリック \10,000 \10,800 \11,000 2 ｍ \2,400 \2,592 \2,640

ORACAL6510蛍光 \9,800 \10,584 \10,780 2 ｍ \2,350 \2,538 \2,585

オラライト再帰反射シート \9,400 \10,152 \10,340 2 ｍ \2,100 \2,268 \2,310

塗装用マスキングシート \4,400 \4,752 \4,840 20 ｍ \8,000 \8,640 \8,800

ORATAPE-80MT \1,550 \1,674 \1,705 　※３２cm幅でのご提供となります ORATAPE-80MT ※32cm幅 50 ｍ \7,500 \8,100 \8,250

D１０２中粘着転写シート \1,400 \1,512 \1,540 　※３３cm幅でのご提供となります D１０２中粘着転写シート ※33cm幅 50 ｍ \6,700 \7,236 \7,370

D１０１強粘着転写シート \1,200 \1,296 \1,320 　※30cm幅でのご提供となります D１０１強粘着転写シート 50 ｍ \5,700 \6,156 \6,270

100m巻本体価格

4075直巻転写シート \6,400 \6,912 \7,040 　※30cm幅でのご提供となります 小巻タイプ

72MT和紙直巻転写シート － － － 72MT和紙直巻転写シート 50 ｍ \6,000 \6,480 \6,600

95MT直巻転写シート \8,580 \9,266 \9,438 　※32cm幅でのご提供となります 95MT直巻転写シート ※32cm幅 50 ｍ \4,800 \5,184 \5,280

5m巻本体価格 m巻本体価格

HX2P　白黒 \4,600 \4,968 \5,060 1 ｍ \1,050 \1,134 \1,155

HX2P　カラー \5,100 \5,508 \5,610 1 ｍ \1,200 \1,296 \1,320 　業務用カッティングシートの専門店

HX2P　メタリック \7,000 \7,560 \7,700 1 ｍ \1,550 \1,674 \1,705 　合同会社北海道マーキングフィルム
HX2P　グリッターラメ \8,800 \9,504 \9,680 1 ｍ \2,050 \2,214 \2,255 　〒064-0923

1枚＝63cm価格 　北海道札幌市中央区南二十三条西15丁目1-1　B棟3F

一般ラバー \750 \810 \825 　オンラインショップ本店　　http://hmfilm.shop-pro.jp/

特殊ラバー \830 \896 \913 　YAHOOショッピング店　　http://store.shopping.yahoo.co.jp/hmfshop/

反射ラバー \1,350 \1,458 \1,485


