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カートでGO!!〜ORACAL〜掲載商品名一覧
商品名
ORACAL651 50mロール(1000mm巾)
ORALITE AP1000 切売(762mm巾)
ORALITE5200 切売(1220mm巾)
ORALITE5200 10mロール(1220mm巾)
ORALITE5400 切売(1220mm巾)
ORALITE5400 10mロール(1220mm巾)
ORALITE5600 切売(1220mm巾)
ORALITE5600 10mロール(1220mm巾)
ORAMASK810 1000mm巾×切売

タックアウト原液
ローラー刷毛
イージーラップ
BE-150 500mm×50m巻
BE-200 500mm×50m巻
BE-150 500mm巾×10m巻
BE-200 500mm×10m巻
BE-150 500mm×25m巻
BE-200 500mm×25m巻
BE-150 1000mm巾×10m巻
BE-200 1000mm×10m巻
エコパレット タックペイント 切売(1000mm巾)
エコパレット タックペイント 10mロール(1000mm巾)
エコパレット タックペイント 電飾タイプ 切売(1010mm巾)
エコパレット ハルカラー 切売(1000mm巾)
エコパレット ハルカラー 10mロール(1000mm巾)
エコパレット ハルカラー 10mロール(500mm巾)

ガラスフィルム施工用ブレード
BE-和紙 弱粘タイプ 500mm巾×100m巻
BE-和紙 中粘タイプ 500mm巾×100m巻
BE-和紙 強粘タイプ 500mm巾×100m巻
BE-和紙 弱粘タイプ 1000mm巾×100m巻
BE-和紙 中粘タイプ 1000mm巾×100m巻
BE-和紙 強粘タイプ 1000mm巾×100m巻

くるくるペーパー台
NEW ミニローラー台
NEW マグネット付ミニローラー台
NEW くるくるジュニア
タックアウト（6本入）

タックアウト（バラ売り）
クリーンアップタッキー（6本入）

クリーンアップタッキー（バラ売り）
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商品名
MT-95 1000mm巾×50m巻
HT-95 1000mm巾×50m巻
LT-95 1000mm巾×100m巻
LT-95 1000mm巾×50m巻
ORACAL551 切売(1000mm巾)
ORACAL551 10mロール(1000mm巾)
ORACAL551 50mロール(1000mm巾)
ORACAL551 切売(500mm巾)
ORACAL551 10mロール(500mm巾)
ORACAL551 50mロール(500mm巾)
ORACAL621 10mロール(1000mm巾)
ORACAL621 50mロール(1000mm巾)
ORACAL631 切売(1000mm巾)
ORACAL631 10mロール(1000mm巾)
ORACAL651 切売(1000mm巾)
ORACAL651 10mロール(1000mm巾)
ORACAL651 切売(500mm巾)
ORACAL651 10mロール(500mm巾)
ORACAL651 50mロール(500mm巾)
ORACAL6510 切売(1000mm巾)
ORACAL6510 10mロール(1000mm巾)
ORACAL6510 切売(500mm巾)
ORACAL751 切売(1000mm巾)
ORACAL751 10mロール(1000mm巾)
ORACAL751 切売(500mm巾)
ORACAL751 10mロール(500mm巾)
ORACAL7510 切売(1260mm巾)
ORACAL7510 10mロール(1260mm巾)
ORACAL7510 切売(630mm巾)
ORACAL8300 切売(1000mm巾)
ORACAL8300 10mロール(1000mm巾)
ORACAL8300 切売(630mm巾)
ORACAL8500 切売(1000mm巾)
ORACAL8500 10mロール(1000mm巾)
ORACAL951 切売 白・黒・カラー(1000mm巾)
ORACAL951 切売 メタリック(1260mm巾)
ORACAL951 10mロール メタリック(1260mm巾)
ORACAL951 10mロール 白・黒・カラー(1000mm巾)
ORACAL975 切売(500mm巾)
ORACAL975 新柄 切売(1000mm巾)
ORACAL975 新柄 切売(500mm巾)
ORALITE5200 切売(610mm巾)
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商品名
ORALITE5200 10mロール(610mm巾)
ORALITE5400 切売(610mm巾)
ORALITE5400 10mロール(610mm巾)
ORALITE5600 切売(610mm巾)
ORALITE5600 10mロール(610mm巾)
ORAMASK810 50mロール
タックペイントNBS 切売(1020mm巾)
タックペイントNBS 30mロール(1020mm巾)
タックペイントNBS 広幅タイプ 切売(1200mm巾)
タックペイント 切売(1000mm巾)
タックペイント 10mロール(1000mm巾)
タックペイント 20mロール(1000mm巾)
タックペイント 電飾タイプ 切売(1010mm巾)
BE-150 1000mm巾×50m巻
BE-200 1000mm巾×50m巻
オムニクロム(割付鉛筆) 全６色
MT-95 1000mm巾×100m巻
HT-95 1000mm巾×100m巻
BE-150 1000mm巾×25m巻
BE-200 1000mm巾×25m巻

カッティングプロッター用カッターホルダー ミマキタイプ用
カッティングプロッター用替刃 ローランドタイプ 細文字用
カッティングプロッター用替刃 ミマキタイプ オールラウンドタイプ
カッティングプロッター用替刃 ローランドタイプ 蛍光・反射シート用
カッティングプロッター用替刃 ミマキタイプ 標準用
カッティングプロッター用替刃 ミマキタイプ 細文字用
カッティングプロッター用替刃 ミマキタイプ 蛍光・反射シート用
カッティングプロッター用替刃 グラフテックタイプ 標準用 45°

カッティングプロッター用替刃 ローランドタイプ 標準用
フェルト（スキージカバー用） ブラウン
カッティングプロッター用カッターホルダー ローランドタイプ用
スキージ付スキージカバー
ローラー付スキージ
カッティングプロッター用替刃 グラフテックタイプ 反射シート用 45°
カッティングプロッター用替刃 グラフテックタイプ 標準用 30°
カッティングプロッター用替刃 グラフテックタイプ 細文字用 60°

カッティングプロッター用替刃 ムトータイプ アパレル型紙カット用
カッティングプロッター用替刃 ムトータイプ 標準用（スプリング有）
カッティングプロッター用替刃 ムトータイプ 標準用（スプリング無）
カッティングプロッター用替刃 ムトータイプ 反射シート用
カッティングプロッター用替刃 アンナタイプ 標準用
カッティングプロッター用替刃 アンナタイプ 蛍光・反射シート用
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商品名
カッティングプロッター用替刃 アンナタイプ オールラウンドタイプ
カッティングプロッター用替刃 SUMMAタイプ 標準用
カッティングプロッター用替刃 SUMMAタイプ 反射シート用

スキージ付スキージカバー アニマル柄（イエロー）
スキージ付スキージカバー アニマル柄（グレー）
スキージ付スキージカバー カモフラージュ（迷彩）柄 （グリーン）
スキージ付スキージカバー カモフラージュ（迷彩）柄 （グレー）
スタンダードスキージ 同色100枚入

レインボースキージ
スキージカバー用 フェルトS 茶
水貼君200 本体
水貼君200用替えゴム（黄）

隅だ君
ORACALスキージ
水貼君130 本体
水貼君130用替えゴム（黄）

大判スキージプロ片面フェルト付き ナチュラル（半透明）
スキージ片面フェルト付き
スタンダードスキージ(スケルトンタイプ) 同色100枚入
スタンダードスキージ(スケルトンタイプ) 同色12枚入

フェルト（スキージカバー用） ピンク
フェルト（スキージカバー用） 蛍光イエロー
フェルト（スキージカバー用） グレー
フェルト（スキージカバー用） グリーン
スキージカバー用 フェルトS 黒

フェルト（スキージカバー用） ブラック
大判スキージプロ片面フェルト付き（カモフラージュ柄） ゴールデンイエロー
大判スキージプロ片面フェルト付き シルバー
大判スキージプロ片面フェルト付き オレンジ
大判スキージプロ片面フェルト付き ゴールデンイエロー
大判スキージプロ バラ アンスラサイト
大判スキージプロ バラ スケルトンイエロー
大判スキージプロ バラ ナチュラル（半透明）
大判スキージプロ バラ オレンジ
大判スキージプロ バラ スケルトンピンク
大判スキージプロ バラ シルバー
大判スキージプロ バラ ゴールデンイエロー
大判スキージプロ （10枚入） アンスラサイト
大判スキージプロ （10枚入） スケルトンイエロー
大判スキージプロ （10枚入） ナチュラル（半透明）
大判スキージプロ （10枚入） オレンジ
大判スキージプロ （10枚入） スケルトンピンク

カートでGO!!〜ORACAL〜掲載商品名一覧
商品名
大判スキージプロ （10枚入） シルバー
大判スキージプロ （10枚入） ゴールデンイエロー
ORAFOLスキージ フェルトスキージ
ORACALスキージコンビ
NEWスキージカバー ワインレッド
スタンダードスキージ 同色12枚入
ソフトプロスキージ ピース紺（100枚入）
ソフトプロスキージ ピース紺（12枚入）
ソフトプロスキージ レッド （100枚入）
ソフトプロスキージ レッド（12枚入）
ソフトプロスキージ アップルグリーン（12枚入）
ソフトプロスキージ アップルグリーン（100枚入）

