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設計施工価格 -冒口

i 
NAN040S NAN040S 

NAN070S NAN070S 

NANOSOS NANOBOS ¥20,900 

． 
NAN090S NAN090S 

= LOW-E20シルバー LOWE20 SILVER ¥15.620 

LOW-E70 LE70CLAR ¥20,460 

スモークS RESSMAR 

スモーク20 RE20SMAR ¥14.740 

スモーク35 RE35SMAR 

IR65 IR65CLAR ¥20,460 

ニュートラル50 RESONEARL 

ニュートラル70 RE70NEARL 
¥14.960 

ピュアリフレ75 RE75CLIS 

ピュアリフレ RESOCLIS ¥16,830 

ピュアリフレ87 RE87CLIS 

シルバー18 RE18SIAR 

シルバー35 RE35SIAR 
¥13,970 

ニュートラル20 RE20NEARL 

ニュートラル35 RE35NEARL ¥14,960 

アンバー35 RE35AMAR ¥15,620 

ライ トニッケル50 RESONIARL ¥14,740 

NV15 NV15 

NV25 NV25 ¥14,520 

NV35 NV35 

シルバースモーク5 RESSSAR 

シルバースモーク20 RE20SSAR ¥17,380 

不透明 vso ¥14,300 
不/¥-(グロズポイドポードフィルム WWB001 ¥15,730 

NANOミルキーホワイト NANOMAML 
¥23,760 

NANOルーチェ NANOFGLU 

NANOイルミナ NANOFGIM 

n NAN070SX NAN070SX ;. 
¥26,400 

り
NANOBOSX NANOBOSX : 

． NANOマットクリスタル NANOMACRX: ¥23760 

I シルバー15X RE15SIARX ) ¥15,620 

シルバー35X RE35SIARX ~~ ¥15,840 

ニュートラル35X RE35NEARX 潰 ¥15,730 

フロストマット SH2FRMAX 費

フロストシュクレ SH2FRSCX 囀

フロストミルキー SH2FRMLX 囀`

フロス トブルー SH2FRBLX 項

フロストグレー SH2FRGRX 濤
¥20,020 

フロストブロンズ SH2FRBRX 囀

フロストシルバー1 SH2FRSl-1X 潰：

フロストシルバー18 SH2FRSl-18X 囀

フロストシルバー35 SH2FRSl-35X 潰

フロストブラック SH2FRBKX 囀

3M、Scotchtlntは、 3M社の111纏です。
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3M™ Scotchtint™ Window Film 
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●設計施工価格は予告なく変更する場合があります。

●鼻示緬編には逍鼻ー。

透明飛散防止フィルム SH2CLARX 賽 ¥13420 

透明飛散防止フィルム SH4CLARX2 漕：¥14,520 

反射低減フィルム LR2CLARX * ¥19,800 

防犯フィルム SH15CLAR-A ”’ ¥26,840 

防犯フィルム ULTRAS2200 -P¥30,800 

NANOSOCP NANOBOCP ，， ¥34 760 

防犯フィルムマッ ト SH15MACR-I 1) 

防犯フィルムシルバー SH15SIAR-18 [ip ¥33,330 

ULTRASSOO ULTRASBOO ¥26,290 

透明飛散防止フィルム SH2CLAR ¥12,430 

透明飛散防止フィルム SH4CLAR ¥13.640 

ブライバシーコントロールフィルム00 PCFOO 

ブライバシーコントロールフィルム30 PCF30 ¥30,800 
プライバシーコントロールフィルム45 PCF45 

型・すりガラス用フィルム遇明 DCOOO 

製飯・すりガラス用フィルムマット DC001 ¥23,100 
製・すりガラス用フィルムミルキー DC002 

親水性フィルム SH2CLHF ¥19,800 

防虫フィルム 1S2CLAR ¥15,070 

＊ ：外壁ガラスの屋外側に麓工できる（外貼り可能）製品

[fl: 防犯 （「防犯性能の高い纏物部品目録」に掲載されている製品

,. ~ 
2. 上記穀tt艤エ髄格は10.rt以上の場合に遍用し、10.rt東●の湯合はl!IJ途劃増となり攣T,

3. 通常の縄エ条件以外の湯合（培方出饗、足場作●等の糟驀纏エ、ガラス111の汚れが薯しい

場合専）は、別逮劃増となります。

4. 上記讀tt麓工価格は、材工共の参彎儡格です令脅・畿輪舎•囀彎彎嘩噌w+t,

5. お見欄り作成時には、量斬の儡格データをご参際●います。

カスタマーコールセンター

圏晶のお●い含わせはナピダイヤルで
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設計施工価格 一
グ

イルミナ SH2FGIM ¥16,170 

ァフ一 イルミナa S8'FGIMX 

｀ 
¥21.230 

I イルミナグラッセ SH2FGIM-G ¥16,170 
シ

ダイヤモンド SH2FGOM 
ヨ
ン 劃（ツルギ SH2FGTG 

エアリナ SH2FGAR 

サプリナ SH2FGSB 
¥16,610 

ロンターノ SH2FGLO 

ベネシャン SH2FGVN 

ダイヤモンドゴーストリフレクト SH2SIDGR 
¥20.570 

ダイヤモンドリフレクト SH2SIDR 

イルミナリフレクト SH2SIIM ¥18,920 

イルミナブラック SH28KJM 

クラウド SH2FGCL 

クラウドナロー SH2FGCN 

クラウドナローライトグレー SH2FGCNL 
¥16,610 

クラウドナローブルーグレー SH2FGCNB 

クラウドナローダークグレー SH2FGCND 

イルミナシルキー｀ SH2SSIM・W 
¥20,240 

イルミナシルキーS SH2SSIM•S 

フ
マットクリスタル2 SH2MACRX2。 ¥18,590 

ロ マットクリスタルアイ SH2MACR-I ¥18,480 
ス
卜 ファインクリスタル SH2FNCR ¥11,550 
／ 

マーレ SH2FGMR ¥13,090 
マ
ツ ミルキーホワイト SH2~ 匹 L ¥11.440 
卜

グラッセ SH2MAGL 

ルーチェ SH2FGLU 
¥13,090 

ミルキークリスタル SH2MLCRX ． ¥18.590 

ミルキーミルキー SM2U▲ MU  

ローザンヌ SH2EMLA ¥11,440 

オスロ SH2EMOS 

エッセン SH2EMES ¥11,550 

フロストマット SH2FRMAX ● 

フロストシュクレ SH2FlfSCX ． ¥20,020 

シャモニー SH2EMCH ¥11.550 

シェロ SH2FGCE ¥16.170 

オベークホワイト SH2MAOW ¥13,090 

ミルキーミルキーブルーグレー SH2MAMM8 

ミルキーミルキー ライトグレー SH2MAMML ¥20,130 

ミルキーミルキーダークグレー SH2MAMMO 

オペークブラック SH28KOP ¥13,090 

フ
センサイリネンシャンバンゴールド SH2CS--SEC ¥18,480 

ア センサイリネン SH2FGSE 
プ

リンネル
¥16,610 

') SH2FGLN 
ツ

バーラップシャンバンゴールド SH2CSBLC ¥18,480 ク

バーラップ SH2FGBL 
¥16,610 

リンネルクリスタル SH2LN<コし

キャンバス シャンバンゴールド SH2CSCVC ¥18,480 

キャンバス SH2FGCV ¥16,610 
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3M™ Fasara™ Glau Film 

2022年2月珊在

●設計慶工饂格は予告なく変更する場合があります。• 一 ・バックラムバー）いグレー SH2FGBUG 
¥18,480 

グレインシャンバンゴールド SH2CSGC 

バックラム SH2FGBU ¥16.610 

グレインシルバー SH2CSGS 

ウィーブ バール SH2EMWP 
¥18.480 

ウィープバー｝いダークグレー SH2EMWG 

ピ）にゴス SH2PTPG 

ペガ SH2FGVG 

ストレートワシ SH2FGSW 
¥16,610 

大和（ヤマト） SH2PTYA ¥11.440 

紗布（サフ） SH2PTSF ¥12,100 

・鴫置J(サガノ） SH2PTS心 ¥11.440 

アルタイル SH2FGAT ¥16.610 

尉meリキュウ） SH2PTRK 

轡● （ケンウン） SH2PTKU 
¥12,100 

フロストウォールナット SH2PTFW 

フロストウォールナットスモーク SH2PTFWS 

クロスヘアラインマットプルーグレー SH2CHMAB 

クロスヘアラインマットライ トグレー SH2CHMAL 

クロスヘアラインマット SH2CHMA 

クロスヘアラインシュクレ SH2CHSC 

クロスヘアライン ミルキー SH2CHML ¥18.480 

ヘアラインマット SH2HLMA 

ヘアラインシュクレ SH2HLSC 

ヘアラインミルキー SH2HLML 

モザイクマット SH2SMMA 

モザイクシュクレ SH2SMSC 

モザイクミルキー SH2SMML 

ダイクロイックブレイズ OF-PA Rina 
¥35,640 

ダイクロイックチル DF・PA Chill 

グリッドリフレクト SH2SIGOR 

チェーンメッシュリフレクト SH2SICMR 
¥20,570 

シルバー1 RE1SIAR ¥16,170 

グリッド SH2FGGD ¥16,610 

カットグラス SH2CSC 

カットグラスバール SH2CSCP ¥18.480 

カットグラスシルバー SH2CSCS 

アストラルシルバー SH2C-S心

ブリズムシルバー SH2CSPS ¥18,920 

ブリズムノワール SH2CSPN 

フュージョンバール SH2CSFP ¥18,480 

ファインストリング SH2PTFS 

ストリング SH2PTST 

ウインド SH2PTWO ¥16,610 

サファリ SH2PTSR 

ストリングリバース SH2PTSTR 
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アウラナイン
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j シャティー

フィーネ

シアトル

シアトルファイン

アルバプラック

シャティーブラック

ノクト

ラディウス

f 
ラティス

ラティスグラッセr スラット

スラッ トグラッセ

バラセル

ピクセラ

ライゼ

ブラスチック●材
I I 

イルミナ.P

オスロ.p

透明

3M、FASARAii、3M社のi11i檬です。

スリーエムジャパン樟式会社
~o.3M.com/ const 

SH2fGVI 

SH2FGSK 

SH2FGKN 

SH2PCA9 

SHfflユ6

SH2PCl9 

SH2匹

SH2APCR 

SH2FGST 

SH2fGFN 

SH2DGST 

SH20GST•F 

SH2BKAP 

SH2BKST 

SH2CSNK 

SH2CSRD 

SH2FGLT 

SH2FGLT-G 

SH2FGSL 

SH2FGSL-G 

SH2FGPR 

SH2FGPX 

SH2FGLS 

SH2FGIM-P 

SH2EMOS•P 

SH2CL•P 

¥16,610 

¥18,920 

¥16,610 

¥16,610 

¥11,440 

¥10.450 

·• - : 外壁ガラスの・外劃に慶工でき （外貼り可艦）製品

同：ブラスチック曇材 （ポリカポネート飯やアクリル飯など）への

貼付を想定した置品です．ガラスには貼付でき孟せん

1. Rl+IU.MifMII¥86.000です•

:it-Ir枷麓エ儡格はlOnf以上の場合に遍用し、10nf未漏の・合は

別達割増となります．

3通零の慶T書件以外の珊合 （連方出彊、足珊作巣尋の特殊麓工

ガラス●の汚れが書しい珊合専）は、別逮割珊となります，

4上記殿計纏工儡格は、材工共の参膏●格です~尉.e..蛉~
い豪そん）．

S. ぉ

カ.l~マーコー尾セン—

·富・い會〇會11'7ビ~-<•鳥で

1!10570-011-302 
,__IH/0/肩...《這電.賣•aolt<l


