
商品名 サイズ 枚数 型番 JANコード 税込参考価格 税別参考価格 厚さ 坪量 表⾯ 材質 インク対応 特⻑

ピクトリコプロ・ホワイトフィルム ハガキ 20 PPF150-HG/20 4546113010100 \1,738 \1,580 ・ピクトリコプロシリーズの中で最⾼峰の品質。
A4 10 PPF150-A4/10 4546113010094 \2,893 \2,630 ・フィルムの平滑性を活かした透明感のある光沢及び画質を実現。
A3 20 PPF150-A3/20 4546113010087 \11,550 \10,500 ・シャドー部の⿊の質感を向上、ハイライト部は鮮やかな発⾊。
A3+ 20 PPF150-A3+/20 4546113010070 \13,860 \12,600 ・厚さのあるフィルムを採⽤し、コシもしっかりした重厚感ある⼿触り。
610mmx12m - PPF150-2439/2 - \34,650 \31,500
1067mmx12m - PPF150-4239/2 - \55,440 \50,400

ピクトリコプロ・フォトペーパー L 120 PPR200-L/120 4546113014634 \2,123 \1,930 ・シャドー部の⿊の質感を向上、ハイライト部は鮮やかな発⾊。
ハガキ 20 PPR200-HG/20 4546113014641 \605 \550 ・⾼い⽩⾊度の印画紙をベースに採⽤。
2L 50 PPR200-2L/50 4546113014658 \2,310 \2,100 ・平滑性のある印画紙によるつややかな光沢感。
A4 20 PPR200-A4/20 4546113014665 \1,639 \1,490 ・紙の厚さだけでなく、コシもしっかりした重厚感ある⼿触り。
A3 20 PPR200-A3/20 4546113014672 \3,696 \3,360 ・幅広いサイズラインアップ。
A3+ 20 PPR200-A3+/20 4546113014689 \4,807 \4,370
610mmx15m - PPR200-2449/3※ - \11,550 \10,500
1067mmx15m - PPR200-4249/3※ - \18,832 \17,120

ピクトリコプロ・セミグロスペーパー L 120 PPS200-L/120 4546113017000 \2,123 \1,930 ・厚さのある⾼⽩⾊度の印画紙を採⽤。
ハガキ 20 PPS200-HG/20 4546113017017 \605 \550 ・⾼画質に求められる⾊濃度・⾊域に加え、速乾性・耐⽔性を実現。
2L 50 PPS200-2L/50 4546113017024 \2,310 \2,100 ・光沢感を抑えることにより、あざやかな⾊再現。
A4 20 PPS200-A4/20 4546113017031 \1,639 \1,490 ・「ラスター⾯(微粒⾯)」の半光沢。展⽰の際のライティングが気にならない。
A3 20 PPS200-A3/20 4546113017048 \3,696 \3,360 ・幅広いサイズラインアップ。
A3+ 20 PPS200-A3+/20 4546113017055 \4,807 \4,370
610mmx15m - PPS200-2449/3※ - \11,550 \10,500
1067mmx15m - PPS200-4249/3※ - \18,832 \17,120

ピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー ハガキ 20 PPZ200-HG/20 4546113017253 \671 \610 ・平滑性の⾼い厚⼿印画紙をベースに採⽤し、滑らかで落ちついた⾯質を実現。
2L 50 PPZ200-2L/50 4546113017260 \2,541 \2,310 ・表⾯は「スムーズ」な微光沢⾯仕上げ。
A4 20 PPZ200-A4/20 4546113017277 \1,848 \1,680 ・反射を抑えたい作品展⽰に最適。
A3 20 PPZ200-A3/20 4546113017284 \4,389 \3,990
A3+ 20 PPZ200-A3+/20 4546113017291 \5,313 \4,830
A2 10 PPZ200-A2/10 4546113017307 \5,775 \5,250
610mmx15m - PPZ200-2449/3※ - \13,398 \12,180
1067mmx15m - PPZ200-4249/3※ - \23,452 \21,320

ピクトリコプロ・フォトキャンバスペーパー A4 20 PPV200-A4/20 4546113017802 \1,980 \1,800 ・キャンバス調のテクスチャーを採⽤したインクジェット⽤紙。
A3+ 20 PPV200-A3+/20 4546113017819 \4,950 \4,500 ・厚さのある⾼⽩⾊度の印画紙を採⽤。
A2 10 PPV200-A2/10 4546113017826 \5,885 \5,350 ・キャンバス調のテクスチャーにより、アーティスティックな仕上がりが可能。
432mmx20m - PPV200-1766/2 4546113017833 \15,400 \14,000
610mmx20m - PPV200-2466/2 4546113017840 \22,000 \20,000
914mmx20m - PPV200-3666/2 4546113017857 \28,600 \26,000
1067mmx20m - PPV200-4266/2 4546113017864 \33,000 \30,000

ピクトリコプロ・シャイニーゴールド A4 20 PSG160-A4/20 4546113017895 \2,310 \2,100 ・パール顔料のコーティング層により、光り輝くパール光沢感(ゴールド/ブルー)を表現。
A3+ 20 PSG160-A3+/20 4546113017901 \5,775 \5,250 ・パール光沢が独特な⽴体感・階調を表現。
1067mmx20m - PSG160-4266/3※ - \30,492 \27,720 ・⾼いインク吸収⼒により鮮やかな発⾊を実現。

ピクトリコプロ・シャイニーブルー A4 20 PSB160-A4/20 4546113017918 \2,310 \2,100
A3+ 20 PSB160-A3+/20 4546113017925 \5,775 \5,250
1067mmx20m - PSB160-4266/3※ - \30,492 \27,720

ピクトリコプロ・ソフトグロスペーパー ハガキ 20 PPG210-HG/20 4546113017420 \924 \840 ・落ち着きのある光沢でしっとりと上品な仕上がり。
2L 50 PPG210-2L/50 4546113017437 \2,772 \2,520 ・アート紙本来のしなやかさを持つワンランク上の微光沢⽤紙。
A4 20 PPG210-A4/20 4546113017444 \2,079 \1,890 ・ナチュラルな紙の⽩さにより、被写体を柔らかに描き出します。
A3+ 20 PPG210-A3+/20 4546113017451 \6,468 \5,880
A2 10 PPG210-A2/10 4546113017468 \7,854 \7,140

ピクトリコプロ・デザインペーパープラス A4 30 PPD160-A4/30 4546113017345 \1,276 \1,160 ・しっかりとした厚みの⾼⽩⾊度専⽤紙をベースに採⽤した⾼品質マット紙。
A3 30 PPD160-A3/30 4546113017338 \2,541 \2,310 ・写真⽤途はもちろん、グラフィックやプレゼンテーション資料などにも最適。
A3+ 30 PPD160-A3+/30 4546113017321 \3,234 \2,940 ・ピクトリコプロ・デザインペーパー（2015年 ⽣産終了品）よりも⽩⾊度アップ
A4 20 PPK110-A4/20 4546113013682 \2,662 \2,420 ・⿊濃度が⾼く、⾊再現性に優れた上質なマット紙。
A3+ 20 PPK110-A3+/20 4546113013699 \6,699 \6,090 ・コットン100%のベース紙により優しい⾵合いに仕上がり。
A2 10 PPK110-A2/10 4546113013705 \5,203 \4,730 ・蛍光増⽩剤フリーにより、安⼼した保存性と耐久性。
914mmx20m - PPK110-3666/2 4546113013712 \38,115 \34,650
1118mmx20m - PPK110-4466/2 4546113013729 \46,200 \42,000
1270mmx20m - PPK110-5066/2 4546113013736 \53,130 \48,300

※印は3インチ紙管

コットン
100%

染料：◎

顔料：◎

染料：◎

顔料：◎
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300μm 250ｇ/㎡

染料：◎

顔料：◎

300μm 295ｇ/㎡
平滑⾯
微光沢

印画紙
染料：◎
顔料：◎

295μm 285ｇ/㎡ 半光沢 印画紙

染料：◎

顔料：◎

245㎛ 235ｇ/㎡
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印画紙

染料：◎

顔料：◎
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顔料：○

290μm 290ｇ/㎡ 超光沢 印画紙
染料：◎

顔料：◎
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商品名 サイズ 枚数 型番 JANコード 税込参考価格 税別参考価格 厚さ 坪量 表⾯ 材質 インク対応 特⻑

レター（216ｘ279mm） 20 TPS100N-LTR/20 4546113010858 \5,544 \5,040 ・銀塩モノクロプリントのためのデジタルネガ作成⽤の透明フィルム。
A3+ 20 TPS100N-A3+/20 4546113010865 \10,395 \9,450

ピクトリコプロ・両⾯セミグロスペーパー(薄) A4 10 PPSD130-A4/10 4546113017413 \1,738 \1,580 ・両⾯印字可能な印画紙ベースの半光沢紙。⾃然な光沢で傷などが⽬⽴たない。
・紙厚は薄⼿ながら裏写りを最⼩限に抑え、アルバムに最適。

ピクトリコプロ・フォトアルバムキット（ヨコ） A4 10 PPSD130AB-A410 4546113017406 \3,696 \3,360 ・4ステップで簡単に製本が完成。
・ハードカバーと⾼画質⽤紙のセットで、⾼級感ある仕上り。

商品名 サイズ 枚数 型番 JANコード 税込参考価格 税別参考価格 厚さ 坪量 表⾯ 材質 インク対応 特⻑

GEKKO ブルーラベル A4 20 GKB-A4/20 4957250611189 \2,673 \2,430 ・銀塩印画紙のパール調に近い⾵合いの⾯質。
A3+ 20 GKB-A3+/20 4957250611066 \6,105 \5,550 ・光沢安定性に優れ、紙⾊はナチュラルな⽩⾊。
A2 10 GKB-A2/10 4957250611264 \7,623 \6,930 ・モノクロ写真を楽しむ中で、最も標準的な仕上り。
A2 50 GKB-A2/50 4957250611257 \34,309 \31,190 ・⾼級感あふれるしっかりとした厚み。
610mmx15m - GKB-2449/3※ - \19,404 \17,640
1067mmx15m - GKB-4249/3※ - \33,847 \30,770

GEKKO パールラベル 2L 20 GKN-2L/20 4957250611295 \1,331 \1,210 ・光や⾓度によって変化する、シルバーに輝く光沢写真⽤紙。
A4 20 GKN-A4/20 4957250611301 \3,388 \3,080 ・シルバーに輝く表⾯により、階調表現に新たな軸を加え斬新な写真表現が可能。
A3+ 20 GKN-A3+/20 4957250611318 \7,623 \6,930 ・テストプリントに最適な2Lサイズもラインアップ。
610mmx15m - GKN-2449/3※ - \22,297 \20,270
1067mmx15m - GKN-4249/3※ - \39,039 \35,490

GEKKO シルバーラベル プラス 2L 15 GKSP-2L/15 4957250612100 \1,518 \1,380 ・銀塩バライタ調のベース紙を使⽤した、厚⼿半光沢写真⽤紙。
A4 15 GKSP-A4/15 4957250612117 \3,047 \2,770 ・バランスの良い光沢感と⾯質をさらに追求し、より銀塩プリントに近い味わいを再現。
A3+ 15 GKSP-A3+/15 4957250612124 \6,732 \6,120
A2 10 GKSP-A2/10 4957250612131 \11,440 \10,400
A2 50 GKSP-A2/50 4957250611622 \43,197 \39,270

GEKKO レッドラベル プラス A4 10 GKRP-A4/10 4957250613305 \2,750 \2,500 ・画材紙特有のテクスチャー。
A3+ 10 GKRP-A3+/10 4957250613329 \5,775 \5,250 ・画材紙でありながら、⿊濃度が⾼く、広い階調表現が特⻑。
A2 10 GKRP-A2/10 4957250613343 \10,395 \9,450 ・写真から絵画プリントまで、幅広いアート制作に最適。

※印は3インチ紙管

商品名 サイズ 枚数 型番 JANコード 税込参考価格 税別参考価格 厚さ 坪量 表⾯ 材質 インク対応 特⻑

ミュゼオピクトリコ WASHI 雲流(薄) A4 20 MW1UL-A4/20 4546113013552 \2,200 \2,000  ・⽊材パルプを全く使⽤していない、⾮⽊材(ケナフ)１００％の原紙を使⽤。
A3+ 10 MW1UL-A3+/10 4546113013569 \2,860 \2,600  ・靱⽪繊維の⻑・細といった特徴により、嵩⾼で強く、しなやかな⾵合いを実現。
A2 10 MW1UL-A2/10 4546113013576 \4,290 \3,900  ・着⾊剤不使⽤。やや⻩味のある柔らかな⾃然な紙⾊を維持。

ミュゼオピクトリコ WASHI 雲流(厚) 1118mmx10m - MW1UH-4433/2 4546113013651 \23,100 \21,000  ・両⾯とも印刷可能。
340μm 157ｇ/㎡

150μm 93ｇ/㎡
粗⾯・滑⾯

（両⾯印刷可）
和紙

(雲流)

染料：◎

顔料：◎

470μｍ 270g/㎡  半光沢
画材紙

（コットン100%）
染料：◎

顔料：◎

390μｍ 340g/㎡  半光沢 バライタ調紙

染料：◎

顔料：◎

260μm 255ｇ/㎡ 光沢パール 印画紙
染料：◎

顔料：◎

290μm 285ｇ/㎡ 微粒⾯光沢 印画紙

染料：◎

顔料：◎

※ピクトリコプロ・両⾯セミグロスペーパー（薄）10枚⼊り

ピクトリコプロ・デジタルネガフィルムTPS100
145μm 184ｇ/㎡ 平滑 透明PET

染料：○

顔料：◎

240μm 220ｇ/㎡ 半光沢 印画紙

粗面・滑面 両面可

光沢パール

微粒面光沢

在庫限りで販売終了

半光沢

粗面・滑面 両面可

半光沢

半光沢

デジタルネガ用透明フィルム

両面可

在庫限りで販売終了



商品名 サイズ 枚数 型番 JANコード 税込参考価格 税別参考価格 厚さ 坪量 表⾯ 材質 インク対応 特⻑

ピクトリコプルーフ 薄⼿グロスDC90Ｋ 610mm×60m - DC90K-24200/3※ - \41,140 \37,400 ・王⼦製紙OKトップコート＋をベースに使⽤しており本紙プルーフが可能。
914mm×60m - DC90K-36200/3※ - \58,080 \52,800 ・印刷⾊だけでなく、紙⾊・紙厚まで本格プルーフィング。
1118mmx30m - DC90K-44100/3※ - \36,300 \33,000 ・インク吸収量が◎、様々なプリンターに対応。

ピクトリコプルーフ グロスDCP6 A4 30 DCP6-A4/30 4546113015204 \2,376 \2,160 ・Japan Color 2011 Coatedの⾊域に対応。
A3+ 30 DCP6-A3+/30 4546113015228 \5,973 \5,430 ・Japan Color 認証制度の登録プルーフ⽤紙。
A3+ 100 DCP6-A3+/100 4546113015235 \18,634 \16,940  DC90K (⽤紙番号：JC-RS0004)
432mmx30m - DCP6-17100/2 - \17,303 \15,730  DCP6   (⽤紙番号：JC-RS0009)
610mmx30m - DCP6-24100/2 - \22,990 \20,900
610mmx60m - DCP6-24200/3※ - \45,980 \41,800
914mmx30m - DCP6-36100/2 - \31,944 \29,040
914mmx60m - DCP6-36200/3※ - \63,888 \58,080
1118mmx30m - DCP6-44100/3※ - \38,720 \35,200

ピクトリコプルーフ 薄⼿グロスDC90P 610mm×30m - DC90P-24100/2 - \20,570 \18,700 ・三菱製紙パールコートをベースに使⽤しており本紙プルーフが可能。
610mm×60m - DC90P-24200/3※ - \41,140 \37,400 ・印刷⾊だけでなく、紙⾊・紙厚まで本格プルーフィング。
914mm×30m - DC90P-36100/2 - \29,040 \26,400 ・インク吸収量が◎、様々なプリンターに対応。
914mm×60m - DC90P-36200/3※ - \58,080 \52,800 ・Japan Color 2011 Coatedの⾊域に対応。
1118mmx30m - DC90P-44100/2 - \36,300 \33,000 ・Japan Color 認証制度の登録プルーフ⽤紙。

ピクトリコプルーフ グロスDC110P 432mm×30m - DC110P-17100/2 - \15,730 \14,300  DC90P   (⽤紙番号：JC-RS0005)
610mm×30m - DC110P-24100/2 - \20,570 \18,700  DC110P (⽤紙番号：JC-RS0007)
610mm×60m - DC110P-24200/3※ - \41,140 \37,400
914mm×30m - DC110P-36100/2 - \29,040 \26,400
914mm×60m - DC110P-36200/3※ - \58,080 \52,800
1118mmx30m - DC110P-44100/3※ - \38,720 \35,200

ピクトリコプルーフ 薄⼿マットDC90V 610mm×30m - DC90V-24100/2 - \20,570 \18,700 ・三菱製紙ニューVマットをベースに使⽤しており本紙プルーフが可能。
610mm×60m - DC90V-24200/3※ - \41,140 \37,400 ・印刷⾊だけでなく、紙⾊・紙厚まで本格プルーフィング。
914mm×30m - DC90V-36100/2 - \29,040 \26,400 ・落ち着きのあるマット⾯で視認性が良好。
914mm×60m - DC90V-36200/3※ - \58,080 \52,800 ・インク吸収量が◎、様々なプリンターに対応。
1118mmx30m - DC90V-44100/2 - \36,300 \33,000 ・Japan Color 2011 Coatedの⾊域に対応。

ピクトリコプルーフ マットDC110V A3+ 100 DC110V-A3+/100 4546113010575 \18,634 \16,940 ・Japan Color 認証制度の登録プルーフ⽤紙。
432mm×30m - DC110V-17100/2 - \15,730 \14,300  DC90V   (⽤紙番号：JC-RS0006)
610mm×30m - DC110V-24100/2 - \20,570 \18,700  DC110V (⽤紙番号：JC-RS0008)
610mm×60m - DC110V-24200/3※ - \41,140 \37,400
914mm×30m - DC110V-36100/2 - \29,040 \26,400
914mm×60m - DC110V-36200/3※ - \58,080 \52,800
1118mmx30m - DC110V-44100/3※ - \38,720 \35,200

ピクトリコプルーフ マットDC100W 610mmx60m - DC100W-24200/3※ - \41,140 \37,400 ・三菱製紙ホワイトニューVマットをベースに使⽤しており本紙プルーフが可能。
914mmx60m - DC100W-36200/3※ - \58,080 \52,800 ・⽩さ際⽴つカタログ・パンフレットや⾼級感あふれる写真集・出版本⽂などに最適

・インク吸収量が◎、様々なプリンターに対応。
・Japan Color 2011 Coatedの⾊域に対応。
・Japan Color 認証制度の登録プルーフ⽤紙（⽤紙番号：JC-RS0057）

ピクトリコプルーフ コートボール270SC A1 20 DCK270SC-A1/20 - \26,400 \24,000 380μｍ 330ｇ/㎡ ・⾷品や菓⼦・⽇⽤品などの⼀般紙器やPOP（販促品）に幅広く使⽤されている、
「王⼦マテリア サンコート（270g/ ㎡）」をベースに採⽤。

・印刷本紙ベース採⽤により、コートボール特有の表⾯⾊・⾵合い・厚さの再現が可能。
・折りによるひび割れが少なく、折り加⼯・スジ⼊れ加⼯が容易。モックアップ作業効率
・パッケージ印刷に求められる特⾊再現の為、幅広い⾊域にも対応。
・パッケージ校正だけでなく、POP ⽤（販促品）校正⽤としても最適。

ピクトリコプルーフ  550mmｘ30m - DC50-22100/3※ - \59,400 \54,000 199μm 196ｇ/㎡ ・剥離紙を除いたクリアフィルムのみの厚さは47μm。
薄⼿クリアフィルムDC50 ・専⽤に開発されたインク吸収層によって再現される⾼い透明感と発⾊性が特徴。

・⽔性ホワイトインクプリンタによって安価で環境にやさしい校正システムが完成。

ピクトリコプルーフ IJC120 610mmx45m - IJC120-24150/2 - \8,228 \7,480 ・⾴物・本⽂等のプルーフ、⾯付確認、内校⽤専⽤紙。
914mmx45m - IJC120-36150/2 - \12,100 \11,000 ・リーズナブルなインクジェットプリンタ専⽤紙。
1067mmx45m - IJC120-42150/2 - \14,520 \13,200

ピクトリコプルーフ IJC190 914mmx30m - IJC-914/190 - \12,100 \11,000 190μm 146ｇ/㎡

※印は3インチ紙管
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商品名 サイズ 枚数 型番 JANコード 税込参考価格 税別参考価格 厚さ 坪量 表⾯ 材質 インク対応 特⻑

ピクトリコグラフィックアーツ  432mmx20m - TPS100-1766/2 - \25,157 \22,870 ・インクジェット製版専⽤フィルム。
製版フィルム 610mmx20m - TPS100-2466/2 - \34,947 \31,770 ・最⾼クラスのインク吸収層。

914mmx20m - TPS100-3666/2 - \50,314 \45,740 ・ＥＰＳＯＮ Ｋ３インク対応。
1067mmx20m - TPS100-4266/2 - \58,707 \53,370 ・マットブラックインク⾮対応。

ピクトリコグラフィックアーツ  432mmx20m - TPFB100-1766/3※ - \25,157 \22,870 ・フレキソ製版のバキューム作業時におけるエアー抜け向上。
製版フィルム マットTPFB 610mmx20m - TPFB100-2466/3※ - \34,947 \31,770 ・スクリーン製版の乳剤との剥離性向上。

914mmx20m - TPFB100-3666/3※ - \50,314 \45,740 ・新開発の⾼吸収性インク吸収層による⾼い光遮蔽性に加え、きめ細かい再現⼒。
1067mmx20m - TPFB100-4266/3※ - \58,707 \53,370 ・マットブラックインク⾮対応。

・フィルムにバックコートを施し搬送性向上。
ピクトリコグラフィックアーツ  432mmx20m - TPU100-1766/2 - \25,157 \22,870 ・製版フィルムの代⽤としても可能。（インク吸収量150％）
透明フィルム 610mmx20m - TPU100-2466/2 - \34,947 \31,770 ・幅広いサイズラインアップ。

914mmx20m - TPU100-3666/2 - \50,314 \45,740 ・マットブラックインク⾮対応。
1067mmx20m - TPU100-4266/2 - \58,707 \53,370
1321mmx20m - TPU100-5266/3※ - \72,677 \66,070
1500mmx20m - TPU100-5966/3※ - \82,456 \74,960

ピクトリコグラフィックアーツ 432mmx20m - TPW100-1766/3※ - \25,157 \22,870 ・従来の製版フィルムに⽐べ、透明度50%アップ(※弊社TPF100との⽐較）
透明フィルム W  610mmx20m - TPW100-2466/3※ - \34,947 \31,770

914mmx20m - TPW100-3666/3※ - \50,314 \45,740
1067mmx20m - TPW100-4266/3※ - \58,707 \53,370 ・マットブラックインク⾮対応。

ピクトリコグラフィックアーツ  610mm×50m - GPG150-24165/2 - \15,400 \14,000 ・⾼い⽩⾊度の厚⼿でコシのある紙をベースに使⽤。
ポスターグロスペーパーGPG150 914mm×50m - GPG150-36165/2 - \22,550 \20,500 ・鮮やかな発⾊に加え、インク吸収性、速乾性にも優れる。

1118mm×50m - GPG150-44165/2 - \27,500 \25,000 ・短期展⽰のポスターなど安価に制作したい場合に特におすすめ。
・50mの⻑尺巻きとして、作業効率アップにも貢献。

ピクトリコグラフィックアーツ  610mmx20m - PGF100-2466/2 - \36,344 \33,040 ・表⾯が強く、傷がつきにくい。
ポスターフォトフィルム（光沢） 914mmx20m - PGF100-3666/2 - \47,520 \43,200 ・⾼い⽩⾊度のフィルムをベースに使⽤。

1067mmx20m - PGF100-4266/2 - \55,902 \50,820 ・平滑性のあるフィルムによるつややかな光沢感。
1320mmx20m - PGF100-5266/3※ - \72,677 \66,070

ピクトリコグラフィックアーツ 610mmx30m - PPR120-24100/2 - \27,951 \25,410 ・⾼い⽩⾊度の印画紙をベースに使⽤。
ポスターフォトペーパー （超光沢） 914mmx30m - PPR120-36100/2 - \39,391 \35,810 ・平滑性のある印画紙によるつややかな光沢感。

1067mmx30m - PPR120-42100/3※ - \45,738 \41,580 ・幅広いサイズラインアップ。
1118mmx30m - PPR120-44100/3※ - \49,555 \45,050 ・⾼いインク吸収⼒と印画紙の組み合わせで速乾性と波打ち抑制に対応。

ピクトリコグラフィックアーツ 432mmx20m - PPR120A-1766/2 - \19,360 \17,600 ・⾼⽩⾊度、⾼平滑度の印画紙をベースに採⽤。
ポスターフォトペーパー (超光沢/粘着） 610mmx20m - PPR120A-2466/2 - \27,830 \25,300 ・⾼画質に求められる⾼い⾊濃度、⾊域を実現。

914mmx20m - PPR120A-3666/2 - \49,610 \45,100 248μm 265ｇ/㎡ ・裏⾯はクリアPETセパの強粘着加⼯。
1067mmx20m - PPR120A-4266/2 - \55,660 \50,600 ・⾼いインク吸収⼒と印画紙の組み合わせにより、速乾性と波打ち抑制に対応。
1270mmx20m - PPR120A-5066/2 - \60,500 \55,000 ・剥離紙を除いたペーパーのみの厚さは180μm。

ピクトリコグラフィックアーツ 610mmx30m - PPS130-24100/2 - \26,620 \24,200 ・⾼い⽩⾊度の印画紙をベースに使⽤。
ポスターセミグロスペーパー（半光沢） 914mmx30m - PPS130-36100/2 - \37,510 \34,100 ・「ラスター⾯(微粒⾯)」の半光沢。展⽰の際のライティングが気にならない。

1067mmx30m - PPS130-42100/2 - \42,350 \38,500 ・⾼いインク吸収⼒と印画紙の組み合わせで速乾性と波打ち抑制に対応。

※印は3インチ紙管
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・⾼いインク吸収量を実現。「Wasatch SP-kit」搭載プロファイルを併⽤することで、
 ⾼濃度・単⾊印字が可能(※⿊化濃度2.0以上)。
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