
品　　名 サイズ 税別価格 品　　名 サイズ 税別価格

難燃ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ（62g） 2200mm×40ｍ ¥20,000 パーマセル 50mm×50m　黒 ¥3,200
2200mm×20ｍ ¥13,000 50mm×50m　白 ¥1,800
1100mm×20ｍ ¥3,800 25mm×50m　黒 ¥1,600

ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ（40ｇ） 2200mm×40ｍ ¥12,500 25mm×50m　白 ¥1,200
2200mm×20ｍ ¥10,000 25mm×50m　ﾍﾞｰｼﾞｭ ¥1,600
1800mm×40m ¥9,500 両面ガムテープ 50mm×15m ¥1,000
1800mm×20m ¥6,300 25mm×15m ¥500
1250mm×20m ¥2,600 10mm×15m ¥280
1100mm×20ｍ ¥1,800 白ガムテープ 50mm×25m ¥650

ｸﾘｽﾀﾙﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝ 3100mm×20m ¥37,000 黒ガムテープ 50mm×25m ¥650
3100mm×10m ¥20,000 セロテープ（手で切れる） 50mm×50m ¥570
2200mm×20m ¥22,500 25mm×50m ¥270
1250mm×20m ¥11,500 両面セロテープ 12mm×6m ¥400
1250mm×10m ¥6,000 Mt　フォトテープ 50mm幅 ¥1,900

難燃梨地ビニール 1830mm×50m ¥16,000 38mm幅 ¥1,500
梨地ビニール 4000mm×50m ¥40,500 25mm幅 ¥950

3000mm×50m ¥16,000 カットエース 50mm×25m　白 ¥430

1830mm×50m ¥9,000 マスキングテープ 50mm×18m ¥500
1250mm×50m ¥7,000 24mm×18m ¥200

ソフトビニール 1830mm×50m ¥12,000 18mm×18m ¥180
土間ビニール 6000mm×30m ¥23,000 ビニールテープ（各色） 19mm×10m ¥160
養生ビニール 1830mm×100m ¥3,300 ナイスタック 50mm×10m ¥900
黒ビニール（遮光） 1830mm×50m ¥15,000 25mm×10m ¥440
白ビニール（乳白） 1800mm×30m ¥20,500 15mm×20m ¥540

透明ビニール 1830mm×50m ¥11,000 ガッファテープ 50mm×55m ¥4,000
グレービニール（18 濃 ／ 淡） 1830mm×50m ¥20,000 （青・白・赤・黄・灰） 25mm×55m ¥2,500
4×4ｍビニール ¥4,000 ガッファテープ蛍光色 50mm×50m ¥4,500
透明ビニール 915×50ｍ（0.2） ¥8,600 （ｸﾞﾘｰﾝ・ｵﾚﾝｼﾞ・ﾋﾟﾝｸ・ｲｴﾛｰ） 25mm×50m ¥3,200

ポリシャインN　　　（S） 1800mmX100m ¥18,000 合成ﾆｯﾄﾃｰﾌﾟ　ｸﾞﾘｰﾝ 50mm×10m ¥3,200
ネオポリシャイン　（F） 1800mmX50m　（穴あり） ¥18,000 合成ﾆｯﾄﾃｰﾌﾟ　ﾌﾞﾙｰ 50mm×10m ¥3,200
オーロラフィルター 630mm/ｍ ¥700 合成ﾆｯﾄﾃｰﾌﾟ　DGｸﾞﾘｰﾝ 50mm×10m ¥3,200

雨よけフィルター 1350mm×10m ¥6,800 合成ﾆｯﾄﾃｰﾌﾟ　DGﾌﾞﾙｰ 50mm×10m ¥3,200
養生テープ　　白 50mm×25m ¥700 ﾊｲﾊﾟｰｸﾞﾘｰﾝﾃｰﾌﾟ 100mm×20m ¥6,500
養生テープ　　緑 50mm×25m ¥700 50mm×20m ¥4,000
養生テープ　　黄 50mm×25m ¥700 ウールペーパーテープ 50mm×20m ¥2,200
養生テープ　　赤 50mm×25m ¥700 ハイミロンテープ 50mm×20m ¥2,500
養生テープ　　青 50mm×25m ¥700 25mm×20m ¥2,900

養生テープ　黒（ﾂﾔ消し） 50mm×25m ¥800 コードガードテープ 150mm×36m ¥8,000
養生テープ　白（ﾂﾔ消し（影武者）） 50mm×25m ¥1,000 レスキューテープ（耐熱260℃） 50mm×11m ¥7,700
養生テープ　黒（ﾂﾔ消し（影武者）） 50mm×25m ¥1,000 セットペーパー 3560mm×30m ¥49,000

ピンチ（ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾈ) 1ｼｰﾄ　16ヶ入 ¥340 3560mm×15m ¥30,000
ブラックピンチ 1ｼｰﾄ　16ヶ入 ¥720 2720mm×25ｍ ¥22,000
白細引き 6mm/15m　（金剛打） ¥1,100 2720mm×11ｍ ¥12,000
黒細引き 6mm/15m　（金剛打） ¥1,100 1360mm×11m ¥7,500
白 　布 2300mm/ｍ ¥1,200 1360mm×2.5m ¥4,000

黒　 布 2300mm/ｍ ¥2,300 フロストフィルム 1330mm×10m ¥13,200
天竺シーツ 1550mm/ｍ ¥1,500 1330mm×20m ¥19,500

ハイミロン 950mm/ｍ ¥2,300 ハレパネ　　　　  7mm（3×6） ¥4,500
合成用ニット　グリーン 1000mm/ｍ　 ¥1,800 B全 7mm（800mm×1100mm ¥2,500
合成用ニット　ブルー 1000mm/ｍ　 ¥1,800 フォームコア　 7mm（3×6） ¥2,800
シルバーニット 950mm/ｍ ¥1,600 ハードフォームコア　白 3×6 ¥2,800
黒紗S巾（ﾊｰﾄﾞ） 1150mm/ｍ ¥700 ハードフォームコア　黒 3×6 ¥4,100
黒紗W巾（ｿﾌﾄ） 1880mm/ｍ　 ¥800 ３×６合成用ﾊﾟﾈﾙ（ﾌﾞﾙｰ/ｸﾞﾘｰﾝ） 7mm（3×6） ¥3,600
白紗S巾（ﾊｰﾄﾞ） 1150mm/ｍ ¥700 3×6　CHｸﾞﾘｰﾝ ¥10,000
白紗W巾（ｿﾌﾄ） 1880mm/ｍ　 ¥800 ダンプラ　（白/黒/青） 4mm（3×6） ¥1,800

ウエス　　(メリヤス)　 2ｋｇ ¥2,500 ブラックラップ　S巾 300mm×15m ¥7,000
            (ネ　ル)　 20枚 ¥2,500   　　　　　　　　W巾 600mm×7.5m ¥7,000
            (タオル) 15枚 ¥2,000 アルミホイル 300mm×25m　 ¥830
            (おしぼり)　 25枚 ¥1,000 450mm×30m ¥1,000
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軍   手 １ダース ¥700 難燃カポック 3×6（25mm）白/白 ¥1,900
黒ボツ軍手 １ダース ¥750 3×6（25mm）白/黒 ¥3,000
皮手袋 １　組 ¥1,500 ハードカポック（自己消火型） 3×6（25mm）白/白 ¥3,800
ゴム手袋 ¥800 3×6（25mm）白/黒 ¥4,500
編集用手袋 ¥330 4×8（30mm）白/白 ¥6,200

黒 紙　（ﾗｼｬ紙） 788mm×1091mm ¥120 4×8（30mm）白/黒 ¥10,000
白 紙　(ｹﾝﾄ紙） 788mm×1091mm ¥130 カポック　（自己消火型） 3×6（25mm）白/白 ¥1,500
黒ケントロール 1100mm×10m ¥3,500 4×8（30mm）白/白 ¥2,800
白ケントロール 1360mm×10m ¥3,900 4×8（30mm）白/黒 ¥8,500
ボール紙　（金・銀） 800mm×1100mm ¥680 カポック 3×6(25mm）白/ﾍﾞｰｼﾞｭ ¥3,800
ウールペーパー （ﾉｰﾏﾙ） 1070mm×20m ¥10,000 3×6（25mm）黒/黒 ¥3,500
　　　　　　　　　　　　　（上質） 1070mm×20m ¥13,000 3×6（25mm）白/黒 ¥3,000

タマロン（障子紙）　大和紙 950mm×60ｍ ¥12,000 カポックカバー 4×8　CHｸﾞﾘｰﾝ ¥17,500
3×6　CHｸﾞﾘｰﾝ ¥10,000

レフ用銀紙　　　　（S） 800mm×1100mm ¥400 CHグリーン パンチ 1820mm/ｍ ¥2,750
　　　　　　　　　　　（F） 610mm×1000mm ¥500 ブルー パンチ 1820mm/ｍ ¥1,875
レフ用金紙　　　　（S） 760mm×1080mm ¥390 グリーン/ブルー/グレー パンチ 8ｍ ¥20,000
　　　　　　　　　　　（F） 760mm×1080mm ¥550 3尺パンチ（白/黒） 30ｍ ¥30,000
サバイバルシート（銀） 2100mm×1400mm ¥700 3尺パンチ（グレー） 30ｍ ¥25,000

フレキシブルアーム ラージリフレクタ45x45 ¥26,500 6尺白パンチ 25m ¥51,000
スライドロック ラージリフレクタ45x45 ¥33,930

フレキシブルアーム リフレクタ20x20 ¥11,700 芯 木（太）栂
ツガ

　　４ｍ 36mm×45mm　一束（６本） ¥5,600
デドライト（ミラー）45×45 シルバー　粗目 ¥32,760 １本 ¥930

シルバー　細目 ¥32,760 芯 木（細）赤松　４ｍ 30mm×40mm　一束（12本） ¥8,200
デドライト（ミラー）45×45 ゴールド　粗目 ¥32,760 １本 ¥700

ゴールド　細目 ¥32,760 コンパネ　　 12mm（3×6） ¥3,300
デドライト（ミラー）20×20 シルバー ¥10,800 3×6　24mm厚 ¥9,400

デドライト（ミラー）20×20 ゴールド ¥10,800 ＬＥＤテープライト　5m ホワイト ¥24,000
ウォームホワイト ¥24,000

Ｋ－ＬＩＮＥ　（黒・白・グレー） ¥3,500 RGB ¥15,000

グラスター ¥550 アステラコントローラー ¥1,600
ＣＲＣー５５６ ¥1,000 マルチクリップ ¥1,800

フォグスプレー缶 ¥4,200 ベンジャミン（葉） ¥800
フォグジュース　TINY 250mｌ ¥5,200 スマイラックス（葉） ¥355
　　　　　　　　　　DF-50 1L ¥4,100 イヤホン ¥650

　　　　　　　　　　DF-50水性 1L ¥4,100 エアキャップマット 1200mm×42m ¥5,300
　　　　　　　　　　Rosco 1L ¥4,950 ダンマット 1000mm×150m ¥15,000
　　　　　　　　　　Viper 1L ¥2,100 ダンボールマット 1100mm×50m ¥6,300

　　　　　　　　　　UNIQUE2.1水性 1L ¥4,000 乳白アクリル（乳半片面ﾏｯﾄ） 2mm（3×6） ¥11,000
　　　　　　　  　　T2 Finby 1L ¥3,700 3mm（3×6） ¥14,500

透明アクリル(ｺﾓｸﾞﾗｽ) 1mm（3×6） ¥10,000

リピートタイ　（白/黒） 200mm/10本 ¥400 2mm（3×6） ¥10,000
250mm/10本 ¥600 3mm（3×6） ¥15,000
300mm/10本 ¥800 アクリルミラー 　シルバー 2mm（3×6） ¥15,000

バインド線 1m ¥50 　　　　　　　　　　ゴールド 2mm（3×6） ¥22,000
バンセン 1本 ¥30 　　　　　　　　　　ブルー 2mm（3×6） ¥21,500

タイラップ １本 ¥80 カッターナイフ　 （大） ¥520
（小） ¥300

ひじあて ¥10,000 アクリルカッター ¥900
脚立養生カバー ¥2,680 ガンタッカー（ﾌﾟﾛｾｯﾄ） ¥6,800
ドームビニール（M) ¥150 ガンタッカー針 1000本 ¥200

カッター替刃（大） ¥400

土のう袋 １袋 ¥100 黒刃 ¥370
ビニール袋 10枚 ¥370

無水アルコール ¥2,300 カッティングシート（R） ¥41,000
アルコール ¥1,000 （M) ¥2,800
グリセリン 500ml ¥1,100 30cm×30cm ¥700
ベンジン ¥800 20cm×20cm ¥300
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