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本カタログ 33 ページにございます、専用注文用紙にご
記入の上、FAX 又は mail にてご注文下さい。

■ご注文方法

FAX:042-507-8065
mail :material@ldfbz. jp
商品在庫状況・配送状況

■発送
発送スケジュール

在庫状況により変動する場合もございますが、原則とし
て、ご注文日または翌日迄に出荷致します。土曜日・日
曜日・祝日は定休日とさせていただきます。また、年末
年始、御盆については、曜日の関係上、変動する場合が
ございますので、お手数ではございますが、随時ご確認
下さい。

弊社ではお品物の発送に宅配便・メール便を利用してお
ります。発送方法の種類についてご確認させて頂く場合
もございます。ご了承下さい。

発送方法

TEL:042-507-8065

■送料
送料はお客様ご負担となります。また、1 回でのご注文
金額が ¥30,000（税別）以上の場合、送料は弊社が負担
させていただきます。

■納期
在庫状況や商品によって、多少お時間をいただく場合が
ございます。お手数ではございますが、在庫状況をお問
い合わせの上ご注文下さい。

■本カタログ掲載写真
商品の色、素材等は出来る限り実物に近づけるようにし
ておりますが、撮影機器や印刷等により、多少異なる場
合がございます。ご了承下さい。

■本カタログ掲載外の商品のお問い合わせ
商品によっては本カタログ掲載外の商品（シリーズ）も
ございます。また、それら商品をお取り寄せすることも
可能です。どうぞお気軽に弊社迄お問い合わせ下さい。

■本カタログに記載されているマーク
受注発注商品
本カタログに掲載している　　　　の商品は、受注発注
商品となります。商品によっては在庫が揃っているもの
もございます。納期・在庫状況についてはお問い合わせ
下さい。
特別注文対応　
　　のついている商品は特別注文対応品で、本カタログ
に記載しているサイズ以外の特注が可能です。詳細につ
きましては、お問い合わせ下さい。

商品詳細・その他
TEL:042-665-2730

ご 注 文 日 出 荷 日

月 曜 日 翌日火曜日迄

翌日木曜日迄

翌日水曜日迄

翌日金曜日迄

翌週月曜日迄

翌週月曜日迄

火 曜 日

水 曜 日

木 曜 日

金 曜 日

土曜日・日曜日
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stamp

スタンプ台不要回転印

世界のトップブランド

4911

4912

4913

4910



4923-BK
4924-BK
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4914

4921/4922

4916

4915

4923/4924



44055トロダット プリンティ

44055-RD
44055-GY
44055-BL

商品名
インクボトル
インクボトル
インクボトル
インクボトル

7011-BK
7011-RD
7011-GR
7011-BL

品番
ブラック
レッド
グリーン
ブルー

インクボトル 7011-PUパープル

カラー

6

商品名
4910インクパッド
4911インクパッド
4912インクパッド
4913インクパッド

6-4910-色
6-4911-色

6-4913-色
6-4912-色

品番 商品名

4914インクパッド

4921インクパッド 色記号
ブラック：BK
レッド　：RD
ブルー　：BL
グリーン：GR
パープル：PU

4922インクパッド

6-4914-色
6-4915-色

4916インクパッド 6-4916-色

6-4922-色
6-4921-色

4926インクパッド
4927インクパッド 6-4927-色
4928インクパッド 6-4928-色

6-4926-色

品番

4923インクパッド
4924インクパッド

6-4923-色
6-4924-色

4915インクパッド

4926

4927

44055

INK PAD / INK BOTTLE

4928
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46019

9411

44055/46019 INK PAD

9412

9411/9412 INK PAD

9411-RD
9411-SV
9411-BK
9411-BL
9411-GR
9411-PK
9411-OR
9411-YE

商品名
44055インクパッド
44055インクパッド
44055インクパッド
44055インクパッド

6-44055-BK
6-44055-RD

6-44055-GR
6-44055-BL

品番 商品名

44055インクパッド

46019インクパッド
46019インクパッド

6-44055-PU

6-46019-RD
6-46019-BK

46019インクパッド 6-46019-PU

品番

46019インクパッド
46019インクパッド

6-46019-BL
6-46019-GR

商品名
9411インクパッド
9411インクパッド
9411インクパッド
9411インクパッド

6-9411-BK
6-9411-RD

6-9411-GR
6-9411-BL

品番 商品名

9411インクパッド

9412インクパッド
9412インクパッド

6-9411-PU

6-9412-RD
6-9412-BK

9412インクパッド 6-9412-PU

品番

9412インクパッド
9412インクパッド

6-9412-BL
6-9412-GR

46019-BK
46019-GY
46019-BL

46019-RD レッド
ブラック
グレー
ブルー



8

トロダット レッド
レーザーラバー

50 度68639 A4×2.3mm
60 度72690 A4×2.3mm

硬度品番 サイズ 主原料
NBR
NBR

トロダット グレー
レーザーラバー

消臭タイプ

60 度71789 A4×2.3mm
60 度73210 A4×1.5mm
60 度73210-Q A5×1.5mm

硬度品番 サイズ 主原料
NBR
NBR
NBR

ECO グリーン
レーザーラバー

環境保護タイプ（再生可能ゴム）

55 度850202A4 A4×2.3mm 天然ゴム
硬度品番 サイズ 主原料

オリオ
トロダットレーザーラバー

耐油タイプ

55 度850203A4 A4×2.3mm NBR
硬度品番 サイズ 主原料

クラシコ
トロダットレーザーラバー

スタンダードタイプ

60 度850205A4 A4×2.3mm NBR
硬度品番 サイズ 主原料

テンポ
トロダットレーザーラバー

スピードタイプ

55 度850206A4 A4×2.3mm NBR
55 度850206A3 A3×2.3mm NBR

硬度品番 サイズ 主原料

備考：レーザーラバークラシコよりも早く彫刻を仕上げる事が出来ます。

エアロ
トロダットレーザーラバー

無臭タイプ

60 度850208A4 A4×2.3mm aaa
60 度850208A3 A3×2.3mm aaa

硬度品番 サイズ 主原料

耐油ゴム
レーザーラバー

70 度KG A5×2.5mm
硬度品番 サイズ 主原料

NBR

レーザーキング
レーザーラバー

無臭タイプ

52 度S-152 A4×2.8mm シリコン
硬度品番 サイズ 主原料

8
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arte

ARTE
言葉で伝えきれないコトバを、カタチに刻む。

レヴィアン S / M / L

サイズ品番
CRY88S H 203mm

材質
アクリル樹脂

CRY89M
CRY90L H 305mm アクリル樹脂

H 254mm アクリル樹脂

フィーネ クリア

サイズ品番
LST5BKC H 127mm

材質
アクリル樹脂

LST6BKC H 152mm アクリル樹脂
LST7BKC H 178mm アクリル樹脂

フィーネ ブルー

サイズ品番
LST5BKB H 127mm

材質
アクリル樹脂

LST6BKB H 152mm アクリル樹脂
LST7BKB H 178mm アクリル樹脂

ディセニョ

サイズ品番
A810S 125×100×30mm

（ S , M , L ）

A810M 151×100×30mm

材質

A810L 178×146×30mm

アクリル樹脂
アクリル樹脂
アクリル樹脂

9
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ベルデ

サイズ品番
PT707S 153×103×20mm

材質
アクリル樹脂

備考：金属スタンド付属

パラシオ

サイズ品番
A858L 203×190×32mm

材質
アクリル樹脂

備考：ベース付き

アドミラル

サイズ品番
BL880L 216×159×20mm

材質
アクリル樹脂

備考：ベース付き

クワトロ

サイズ品番
A808L 216×185×20mm

材質
アクリル樹脂

備考：ベース付き

ボニータ

サイズ品番
A805S 127×102×19mm

材質
アクリル樹脂

備考：ベース付き

ムセオ

サイズ品番
JD850L 254×178×20mm

材質
アクリル樹脂

備考：ベース付き

10



11

帆アワード　ゴールド　( ミラーベース付）

サイズ品番
AME-083-S 134×216×19mm

（ S , L ）

AME-084-L 152×254×19mm

材質
アクリル樹脂
アクリル樹脂

しずくアワードべっ甲調

サイズ品番
AUS-131-S 127×216×38mm

（ S , L ）

AUS-134-L 165×254×38mm

材質
アクリル樹脂
アクリル樹脂

備考：本商品はアクリル素材です。

帆アワード　ブルー　( ミラーベース付）

サイズ品番
AME-081-S 134×216×19mm

（ S , L ）

AME-082-L 152×254×19mm

材質
アクリル樹脂
アクリル樹脂

しずくアワード エメラルド調

サイズ品番
AUS-130-S 127×216×38mm

（ S , L ）

AUS-133-L 165×254×38mm

材質
アクリル樹脂
アクリル樹脂

備考：本商品はアクリル素材です。

しずくアワード 石目調

サイズ品番
AUS-132-S 127×216×38mm

（ S , L ）

AUS-135-L 165×254×38mm

材質
アクリル樹脂
アクリル樹脂

備考：本商品はアクリル素材です。

アリカンテⅡ ブルー

サイズ品番
AME-019-S 178×229×8mm

（ S , M , L ）

AME-022-M 203×254×8mm
AME-151-L 229×279×8mm

材質
アクリル樹脂
アクリル樹脂
アクリル樹脂

11
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アクリルキャスト板

サイズ品番
L001-1 280×460×1mm

カラー

L001-5 280×460×5mm クリア

クリア
L001-2 280×460×2mm クリア
L001-3 280×460×3mm クリア

L001-10 280×460×10mm クリア

アリカンテⅡワインレッド

サイズ品番
AME-020-S 178×229×8mm

（ S , M , L ）

AME-023-M 203×254×8mm
AME-152-L 229×279×8mm

材質
アクリル樹脂
アクリル樹脂
アクリル樹脂

アリカンテⅡグリーン

サイズ品番
AME-021-S 178×229×8mm

（ S , M , L ）

AME-024-M 203×254×8mm
AME-153-L 229×279×8mm

材質
アクリル樹脂
アクリル樹脂
アクリル樹脂

三段エッジプラーク　ブラック

サイズ品番
AUS-027-S 178×229×19mm

（ S , M , L ）

AUS-028-M 203×254×19mm
AUS-029-L 229×305×19mm

材質
アクリル樹脂
アクリル樹脂
アクリル樹脂

黒御影タイル　正方形

サイズ品番
MCH-040-S 95×95×8mm

（ S , M , L ）

MCH-041-M 152×152×8mm

材質

MCH-042-L 305×305×8mm

石材
石材
石材

黒御影タイル　円形

サイズ品番
MCH-045-S 直径 152mm ／ 厚み 8mm

（ S , L ）

MCH-046-L 直径 305mm ／ 厚み 8mm

材質
石材
石材

12
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黒御影タイル　楕円形

サイズ品番
MCH-047 127×178×8mm

材質
石材

arte 用ギフトボックス L

サイズ品番
GB-L 195×285×45mm

カラー 紙質
ホワイト 特殊板紙

表面にストライプ状のエンボスが施されております。。
備考：[arte] シリーズご注文のお客様のみご注文いただけます。

arte 用ギフトボックス S

サイズ品番
GB-S 140×200×40mm

カラー 紙質
ホワイト 特殊板紙

表面にストライプ状のエンボスが施されております。。
備考：[arte] シリーズご注文のお客様のみご注文いただけます。

13
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仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
LZ-902-L 600×300×1.6mm

ホワイト /ブラック

LZ-902-M 400×300×1.6mm
LZ-902-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
レッド /ホワイト

LZ-903-L 600×300×1.6mm
LZ-903-M 400×300×1.6mm
LZ-903-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
LZ-906-L 600×300×1.6mm

イエロー /ブラック

LZ-906-M 400×300×1.6mm
LZ-906-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
LZ-909-L 600×300×1.6mm

ダークブルー ( 紺 ) / ホワイト

LZ-909-M 400×300×1.6mm
LZ-909-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
LZ-990-L 600×300×1.6mm

ヘアラインゴールド /ブラック

LZ-990-M 400×300×1.6mm
LZ-990-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
LZ-901-L 600×300×1.6mm

ブラック /ホワイト

LZ-901-M 400×300×1.6mm
LZ-901-S 200×300×1.6mm

デザインプレート 1.6mm：表彫刻用

本製品は二層異色の樹脂で形成されており、上層にレーザーで彫刻を施すと下層の色が出てきます。

このマークのついた商品は、屋外での使用が可能です。耐候性、耐UV（紫外）は一般的な屋外環境において 2年です。厳し
い環境においては、2年以内に色落ち、ひび割れ等が発生する場合がございます。

200 × 300mmの Sサイズは厚さにより枚数は異なりますが、クロネコヤマトメール便・メール便速達での発送が可能です。
宅急便ですと、送料 ¥1,000（地域により異なる）かかりますが、通常メール便ですと全国一律 ¥80 からお受け出来ます。

14
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仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
LZ-991-L 600×300×1.6mm

ヘアラインシルバー /ブラック

LZ-991-M 400×300×1.6mm
LZ-991-S 200×300×1.6mm

デザインプレート 1.6mm：裏彫刻用

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【裏彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
クリア /ブラック

LZR-901-L 600×300×1.6mm
LZR-901-M 400×300×1.6mm
LZR-901-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【裏彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
クリア /ホワイト

LZR-902-L 600×300×1.6mm
LZR-902-M 400×300×1.6mm
LZR-902-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
GCG-2001-L 600×300×1.6mm

ブラック /ゴールド

GCG-2001-M 400×300×1.6mm
GCG-2001-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
マーブルグリーン / ゴールド

GCG-2204-L 600×300×1.6mm
GCG-2204-M 400×300×1.6mm
GCG-2204-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
ディープブルー / ゴールド

GCG-2009-L 600×300×1.6mm
GCG-2009-M 400×300×1.6mm
GCG-2009-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
ディープグリーン / ゴールド

GCG-2014-L 600×300×1.6mm
GCG-2014-M 400×300×1.6mm
GCG-2014-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
マーブルレッド / ゴールド

GCG-2218-L 600×300×1.6mm
GCG-2218-M 400×300×1.6mm
GCG-2218-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
GCM-2082-L 600×300×1.6mm

ウッド ( 木目 ) / ゴールド

GCM-2082-M 400×300×1.6mm
GCM-2082-S 200×300×1.6mm

15
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仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【両面彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
ブラック /ホワイト /ブラック

LZ-901-3-L 600×300×1.6mm
LZ-901-3-M 400×300×1.6mm
LZ-901-3-S 200×300×1.6mm

デザインプレート 1.6mm：両面彫刻

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【裏彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
LZR-907-L 600×300×1.6mm

クリア /ダークブラウン

LZR-907-M 400×300×1.6mm
LZR-907-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【裏彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
LZR-930-L 600×300×1.6mm

クリア /アイボリー

LZR-930-M 400×300×1.6mm
LZR-930-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【裏彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
LZR-931-L 600×300×1.6mm

クリア /グレー

LZR-931-M 400×300×1.6mm
LZR-931-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【両面彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
ホワイト /ブラック /ホワイト

LZ-902-3-L 600×300×1.6mm
LZ-902-3-M 400×300×1.6mm
LZ-902-3-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【両面彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
レッド /ホワイト /レッド

LZ-903-3-L 600×300×1.6mm
LZ-903-3-M 400×300×1.6mm
LZ-903-3-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【両面彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
ブルー /ホワイト /ブルー

LZ-904-3-L 600×300×1.6mm
LZ-904-3-M 400×300×1.6mm
LZ-904-3-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【両面彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
グリーン /ホワイト /グリーン

LZ-905-3-L 600×300×1.6mm
LZ-905-3-M 400×300×1.6mm
LZ-905-3-S 200×300×1.6mm

仕 様
0.03～0.04mmABS 樹脂 あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【両面彫刻用】デザインプレート

サイズ（W/D/T）品番
イエロー /ブラック /イエロー

LZ-906-3-L 600×300×1.6mm
LZ-906-3-M 400×300×1.6mm
LZ-906-3-S 200×300×1.6mm
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仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】グラフィックシート

サイズ（W/D/T）品番
LZ-998-L 600×300×0.8mm

ミラーシルバー /ブラック

LZ-998-M 400×300×0.8mm
LZ-998-S 200×300×0.8mm

グラフィックシート 0.5mm：表彫刻用

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】グラフィックシート

サイズ（W/D/T）品番
602-204-L 600×300×0.5mm

ホワイト /ブラック

602-204-M 400×300×0.5mm
602-204-S 200×300×0.5mm

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】グラフィックシート

サイズ（W/D/T）品番
602-354-L 600×300×0.5mm

ヘアラインシルバー /ブラック

602-354-M 400×300×0.5mm
602-354-S 200×300×0.5mm

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】グラフィックシート

サイズ（W/D/T）品番
602-402-L 600×300×0.5mm

ブラック /ホワイト

602-402-M 400×300×0.5mm
602-402-S 200×300×0.5mm

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】グラフィックシート

サイズ（W/D/T）品番
602-734-L 600×300×0.5mm

ヘアラインゴールド /ブラック

602-734-M 400×300×0.5mm
602-734-S 200×300×0.5mm

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】グラフィックシート

サイズ（W/D/T）品番
602-894-L 600×300×0.5mm

ヘアラインコッパー /ブラック

602-894-M 400×300×0.5mm
602-894-S 200×300×0.5mm

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】グラフィックシート

サイズ（W/D/T）品番
LZ-999-L 600×300×0.8mm
LZ-999-M 400×300×0.8mm
LZ-999-S 200×300×0.8mm

ミラーゴールド /ブラック

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】グラフィックシート

サイズ（W/D/T）品番
602-602-L 600×300×0.5mm

レッド /ホワイト

602-602-M 400×300×0.5mm
602-602-S 200×300×0.5mm

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】グラフィックシート

サイズ（W/D/T）品番
602-512-L 600×300×0.5mm

ブルー /ホワイト

602-512-M 400×300×0.5mm
602-512-S 200×300×0.5mm
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仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】グラフィックシート

サイズ（W/D/T）品番
602-427-L 600×300×0.5mm

ブラック /ゴールド

602-427-M 400×300×0.5mm
602-427-S 200×300×0.5mm

カッティングシート 0.1mm：表彫刻用

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】カッティングシート
ホワイト /ブラック

サイズ（W/D/T）品番 備考

S62-M 400×300×0.1mm シール台紙付き
S62-S 200×300×0.1mm シール台紙付き

S62-L 600×300×0.1mm シール台紙付き

仕 様
0.05mm特殊処理プラスチック なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】カッティングシート
ヘアラインゴールド /ブラック
サイズ（W/D/T）品番 備考

S64-M 400×300×0.1mm シール台紙付き
S64-S 200×300×0.1mm シール台紙付き

S64-L 600×300×0.1mm シール台紙付き

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】グラフィックシート

サイズ（W/D/T）品番
602-744-L 600×300×0.5mm

イエロー /ブラック

602-744-M 400×300×0.5mm
602-744-S 200×300×0.5mm

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】グラフィックシート

サイズ（W/D/T）品番
クリスタルブルー /ゴールド

602-577-L 600×300×0.5mm
602-577-M 400×300×0.5mm
602-577-S 200×300×0.5mm

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】グラフィックシート

サイズ（W/D/T）品番
602-937-L 600×300×0.5mm

マスターズグリーン /ゴールド

602-937-M 400×300×0.5mm
602-937-S 200×300×0.5mm

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】カッティングシート

サイズ（W/D/T）品番
ブラック /ホワイト

備考

S61-M 400×300×0.1mm シール台紙付き
S61-S 200×300×0.1mm シール台紙付き

S61-L 600×300×0.1mm シール台紙付き

仕 様
0.05mm特殊処理プラスチック あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】カッティングシート
ヘアラインシルバー /ブラック
サイズ（W/D/T）品番 備考

S63-M 400×300×0.1mm シール台紙付き
S63-S 200×300×0.1mm シール台紙付き

S63-L 600×300×0.1mm シール台紙付き

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック なし

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】グラフィックシート

サイズ（W/D/T）品番
602-677-L 600×300×0.5mm

ワインレッド /ゴールド

602-677-M 400×300×0.5mm
602-677-S 200×300×0.5mm
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仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】カッティングシート
レッド /ホワイト

サイズ（W/D/T）品番
S66-L 600×300×0.1mm

備考
シール台紙付き

S66-M 400×300×0.1mm シール台紙付き
S66-S 200×300×0.1mm シール台紙付き

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】カッティングシート
イエロー /ホワイト

サイズ（W/D/T）品番
S68-L 600×300×0.1mm

備考
シール台紙付き

S68-M 400×300×0.1mm シール台紙付き
S68-S 200×300×0.1mm シール台紙付き

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】カッティングシート
ブラック /シルバー

サイズ（W/D/T）品番 備考
S75-L 600×300×0.1mm シール台紙付き
S75-M 400×300×0.1mm シール台紙付き
S75-S 200×300×0.1mm シール台紙付き

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】カッティングシート
ブラック /ゴールド

サイズ（W/D/T）品番 備考
S65-L 600×300×0.1mm シール台紙付き
S65-M 400×300×0.1mm シール台紙付き
S65-S 200×300×0.1mm シール台紙付き

仕 様
0.08mm特殊処理プラスチック あり

材質 耐候性 彫刻時の深さ

【表彫刻用】カッティングシート
ブルー /ホワイト

サイズ（W/D/T）品番
S67-L 600×300×0.1mm

備考
シール台紙付き

S67-M 400×300×0.1mm シール台紙付き
S67-S 200×300×0.1mm シール台紙付き
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木札黒檀 (コクタン )

サイズ品番
KF-KOKU S / M / L

67×32×7mm64×26×7mm45×14×5mm

素 材 寸 法
S M L

木札柘植 (ツゲ )

サイズ品番
KF-TUGE S / M / L

67×32×7mm64×26×7mm45×14×5mm

素 材 寸 法
S M L

千社札 黒檀 ( コクタン )

サイズ品番
SF-KOKU S / M / L

61×17×3mm46.5×14.5×3mm32.5×11×3mm

素 材 寸 法
S M L

木札檜葉 (ヒバ )

サイズ品番
KF-HIBA S / M / L

67×32×7mm64×26×7mm45×14×5mm

素 材 寸 法
S M L

木札紫檀 (シタン )

サイズ品番
KF-SITA S / M / L

67×32×7mm64×26×7mm45×14×5mm

素 材 寸 法
S M L

千社札 紫檀 ( シタン )

サイズ品番
SF-SITA S / M / L

61×17×3mm46.5×14.5×3mm32.5×11×3mm

素 材 寸 法
S M L

そのままでも美しい。けれど、一手間加えてより美しく。
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千社札 桜 ( サクラ )

サイズ品番
SF-SAKU S / M / L

61×17×3mm46.5×14.5×3mm32.5×11×3mm

素 材 寸 法
S M L

千社札 檜葉 ( ヒバ ）

サイズ品番
SF-HIBA S / M / L

61×17×3mm46.5×14.5×3mm32.5×11×3mm

素 材 寸 法
S M L

千社札 柘植（ツゲ）

サイズ品番
SF-TUGE S / M / L

61×17×3mm46.5×14.5×3mm32.5×11×3mm

素 材 寸 法
S M L

RD BL YL GR PU OR

PK BK WH GD SV MIX

千社札 檜 ( ヒノキ ）

サイズ品番
SF-HINO S / M / L

61×17×3mm46.5×14.5×3mm32.5×11×3mm

素 材 寸 法
S M L

組紐

商品名 品番 サイズ

組紐

商品名 品番 サイズ

組紐

商品名 品番 サイズ

組紐

商品名 品番 サイズ

組紐

商品名 品番 サイズ
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備考：天然素材を使用しておりますので、木目や皮革部分の
　　　色合い寸法等が異なる場合がございます。

ゴルフタグ　黒檀 (黒檀 )

サイズ品番
WD-TAGU-KOKU 100×40×7mm

※ベルト別売り

は受注商品となります。

備考：天然素材を使用しておりますので、木目や皮革部分の
　　　色合い寸法等が異なる場合がございます。

ゴルフタグ　ウォルナット

サイズ品番
WD-TAGU-WAT 100×40×7mm

※ベルト別売り

は受注商品となります。

備考：天然素材を使用しておりますので、木目や皮革部分の
　　　色合い寸法等が異なる場合がございます。

ゴルフタグ用　ベルト
サイズ品番

STRAP75 195×12×1mm
は受注商品となります。

丸型ウッドキーチェーン
メープル

サイズ品番
WHK-036 直径 38mm / 厚み 13mm

材質
木材 (メープル )

丸型ウッドキーチェーン

サイズ品番
WHK-037 直径 38mm / 厚み 13mm

ローズウッド

材質
木材 (ローズウッド )

長方形ウッドキーチェーン
ローズウッド

サイズ品番
WHK-035 54×29×7mm

材質
木材 (ローズウッド )

長方形ウッドキーチェーン
メープル

サイズ品番
WHK-034 54×29×7mm

材質
木材 (メープル )
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備考：本商品は天然素材のため形状などに多少のバラつきがあります。

サイズ品番
WD-BUNA3 400×100×3mm

材質
木材

木板：ブナ

備考：本商品は天然素材のため形状などに多少のバラつきがあります。

サイズ品番
WD-HIBA3 400×100×3mm

材質
木材

木板：ヒバ

備考：本商品は天然素材のため形状などに多少のバラつきがあります。

サイズ品番
WD-HINOKI3 400×100×3mm

材質
木材

木板：ヒノキ

備考：本商品は天然素材のため形状などに多少のバラつきがあります。

サイズ品番
WD-KAEDE3 400×100×3mm

材質
木材

木板：イタヤカエデ

備考：本商品は天然素材のため形状などに多少のバラつきがあります。

サイズ品番
WD-KEYAKI3 400×100×3mm

材質
木材

木板：ケヤキ

備考：本商品は天然素材のため形状などに多少のバラつきがあります。

サイズ品番
WD-PUHA3 400×100×3mm

材質
木材

木板：パープルハート

備考：本商品は天然素材のため形状などに多少のバラつきがあります。

サイズ品番
WD-SAKURA3 400×100×3mm

材質
木材

木板：サクラ

備考：本商品は天然素材のため形状などに多少のバラつきがあります。

サイズ品番
WD-WOL3 400×100×3mm

材質
木材

木板：ウォールナット
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アルマークシート　サテンゴールド

サイズ品番
NUS-120 305×610×0.5mm

また、本製品は［メタルシートカッター］で切断可能です。
備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

材質
アルミ

アルマークシート　サテンシルバー

サイズ品番
NUS-121 305×610×0.5mm

また、本製品は［メタルシートカッター］で切断可能です。
備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

材質
アルミ

アルマークシート　光沢シルバー

サイズ品番
NUS-127 305×610×0.5mm

また、本製品は［メタルシートカッター］で切断可能です。
備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

材質
アルミ

アルマークシート　光沢ゴールド

サイズ品番
NUS-128 305×610×0.5mm

また、本製品は［メタルシートカッター］で切断可能です。
備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

材質
アルミ

アルマーク耐久ブラックシート
（シールタイプ）

サイズ品番
NUS-375 305×254×0.13mm

また、本製品は［メタルシートカッター］で切断可能です。
備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

材質
アルミ

また、本製品は［メタルシートカッター］で切断可能です。
備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

アルマーク耐久ブラックシート

サイズ品番
NUS-376 305×508×0.5mm

材質
アルミ

metal
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アルマークラベル　サテンシルバー
( シールタイプ ）/（ S , M , L ）/ 20 枚セット

サイズ
38×19×0.5mm
51×25×0.5mm

品番
NUS-070-S
NUS-071-M
NUS-072-L 70×35×0.5mm

また、本製品は［メタルシートカッター］で切断可能です。
備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

材質
アルミ
アルミ
アルミ

メタルハートタグ

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

サイズ
29×38×1.5mm
29×38×1.5mm

品番
NUS-166
NUS-167
NUS-168
NUS-339

29×38×1.5mm
29×38×1.5mm

カラー
レッド
ブルー
グリーン
ピンク

メタルミリタリードッグタグ

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

サイズ
29×50×1.5mm
29×50×1.5mm

品番
NUS-169
NUS-176
NUS-177
NUS-178

29×50×1.5mm
29×50×1.5mm

カラー
パープル
ブラック
ブルー
レッド

NUS-179 29×50×1.5mmグリーン

メタル Tシャツタグ

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

サイズ
27×35×1.5mm
27×35×1.5mm

品番
NUS-181
NUS-182
NUS-183
NUS-184

27×35×1.5mm
27×35×1.5mm

カラー
ブラック
ブルー
レッド
グリーン

NUS-185 27×35×1.5mmピンク

メタルスタータグ

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

サイズ
27×35×1.5mm
27×35×1.5mm

品番
NUS-186
NUS-187
NUS-188
NUS-189

27×35×1.5mm
27×35×1.5mm

カラー
パープル
ブルー
レッド
グリーン

NUS-190 27×35×1.5mmゴールド

メタルボーンタグ

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

サイズ
29×42×1.5mm
29×42×1.5mm

品番
NUS-195
NUS-196
NUS-197
NUS-198

29×42×1.5mm
29×42×1.5mm

カラー
ブラック
ブルー
レッド
グリーン

NUS-199 29×42×1.5mmゴールド

メタルネームプレート

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

サイズ
89×51×0.8mm
89×51×0.8mm

品番
NUS-028
NUS-029
NUS-030 89×51×0.8mm

カラー
ブラック
ブルー
レッド

メタルラゲッジタグ L

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

サイズ
99×32×1.5mm
99×32×1.5mm

品番
NUS-309
NUS-310
NUS-311
NUS-312

99×32×1.5mm
99×32×1.5mm

カラー
ブルー
ブラック
レッド
ゴールド

NUS-313 99×32×1.5mmグリーン

備考：アルマークシートをカットする切断機です。

メタルシートカッター

品番
XUS-020

サイズ
356×635×229
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メタルラゲッジタグ M

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

サイズ
76×32×1.3mm
76×32×1.3mm

品番
NUS-314
NUS-315
NUS-316
NUS-317

76×32×1.3mm
76×32×1.3mm

カラー
ブルー
ブラック
レッド
ゴールド

NUS-318 76×32×1.3mmグリーン

備考：本商品はセルマークをお使いいただくことで加工可能な金属です。

ステンレスネームプレート

サイズ品番
NUD-392 89×51mm

カラー
シルバー

ステンレスプレート（半光沢）

備考：本商品はセルマークをお使いいただくことで加工可能な金属です。

ステンレスプレート（半光沢）

サイズ品番
NUS-044 127×178×0.5mm

カラー
シルバー

サイズ品番
NUS-046 152×203×0.5mm

カラー
シルバー

備考：本商品はセルマークをお使いいただくことで加工可能な金属です。備考：本商品はセルマークをお使いいただくことで加工可能な金属です。

ステンレスプレート（半光沢）

サイズ品番
NUS-048 178×254×0.5mm

カラー
シルバー

備考：本商品はセルマークをお使いいただくことで加工可能な金属です。備考：本商品はセルマークをお使いいただくことで加工可能な金属です。

ステンレスプレート（半光沢）

備考：本商品はセルマークをお使いいただくことで加工可能な金属です。

キータグ ステンレス（長方形）

サイズ品番
NUS-390 29×64mm

カラー
シルバー

備考：本商品はセルマークをお使いいただくことで加工可能な金属です。

キータグ ステンレス（正方形）

サイズ品番
NUS-391 44×44mm

カラー
シルバー

備考：本商品はセルマークをお使いいただくことで加工可能な金属です。

ドッグタグ ステンレス

サイズ品番
NUS-393 51×29mm

カラー
シルバー

備考：本商品はセルマークをお使いいただくことで加工可能な金属です。

キータグ ステンレス（丸形）

サイズ品番
NUS-394 直径：38mm

カラー
シルバー
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サイズ品番
SUS-018 250ｇ

材質
金属塗膜液

備考：本商品は金属マーキングを行うための塗膜液です。

セルマーク
金属マーキングソリューション

サイズ品番
SUS-019 500ｇ

材質
金属塗膜液

備考：本商品は金属マーキングを行うための塗膜液です。

セルマーク
金属マーキングソリューション

サイズ品番
SUS-021 25ｇ

材質
金属塗膜液

備考：本商品は金属マーキングを行うための塗膜液です。

セルマーク
金属マーキングソリューション

SUS-050 幅 51ｍｍ×15ｍ
SUS-051 幅 102ｍｍ×15ｍ

金属塗膜テープ
金属塗膜テープ

サイズ品番
SUS-049 幅 25ｍｍ×15ｍ

材質
金属塗膜テープ

備考：本商品は金属マーキングを行うためのテープです。

セルマーク
金属マーキングテープ

通常タイプより鏡面等への定着が良いです。

サイズ品番
SUS-133 250g

材質
金属塗膜液

備考：本商品は金属マーキングを行うための塗膜液です。

セルマーク
金属マーキングソリューション

ハイスティックタイプ

溶かす 塗布

液
体
タ
イ
プ

液
体
タ
イ
プ

テ
ー
プ
タ
イ
プ

金
属
マ
ー
キ
ン
グ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン  

セ
ル
マ
ー
ク
の
使
い
方

レーザー照射 洗浄 完了

カット 貼付け レーザー照射 洗浄 完了

詳しい使用方法についてはお問い合わせ下さい。

サイズ品番
SUS-136 100ｇ

材質
金属塗膜液

備考：本商品は金属マーキングを行うための塗膜液です。

セルマーク
金属マーキングソリューション

ゴールド
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Gift

ステンレスプレート（半光沢）

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

KEY
4GB フラッシュドライブ

サイズ品番
4MEM009BK 23×57×3mm

カラー
ブラック

ステンレスプレート（半光沢）

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

KEY
4GB フラッシュドライブ

サイズ品番
4MEM009BL 23×57×3mm

カラー
ブルー

ステンレスプレート（半光沢）

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

KEY
4GB フラッシュドライブ

サイズ品番
4MEM009RD 23×57×3mm

カラー
レッドステンレスプレート（半光沢）

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

KEY
4GB フラッシュドライブ

サイズ品番
4MEM009SV 23×57×3mm

カラー
シルバー

ステンレスプレート（半光沢）

アルマイト グリップ ペン

サイズ（W/D）品番
NCH100 136×13mm

カラー
レッド

NCH101 136×13mmブルー
NCH102 136×13mmグレー

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。
ボールペンのインクは黒です。

ステンレスプレート（半光沢）

スタイラスボールペン

サイズ（W/D）品番
NCH417 138×10mm

カラー
オレンジ

NCH418 138×10mmブラック
NCH419 138×10mmピンク

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

ボールペンのインクは黒です。
ヘッド部分でスマートフォン・タブレット等の操作が可能です。
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ステンレスプレート（半光沢）

ペコ
ペーパーフォトスタンド

サイズ（W/D/T）品番
DPK201 55×91×4mm

カラー
イエロー

DPK202 55×91×4mmレッド
DPK203 55×91×4mmグリーン
DPK204 55×91×4mmオレンジ
DPK209 55×91×4mmブラック

メタルサンド

カラー品番
BD-144G ゴールド

カードケース
メタルサンド

カラー品番
BD-SAND ポリッシュ

カードケース
メタルサンド

カラー品番
BD-144S シルバー

カードケース

アルミカードケース 

カラー品番
624002 ゴールド

カードケース

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

アルミカードケース 

カラー品番
624026 ブルー

カードケース

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

アルミカードケース 

カラー品番
624033 ピンク

カードケース

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

アルミカードケース 

カラー品番
624064 グレー

カードケース

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

アルミカードケース 

カラー品番
624071 シルバー

カードケース

備考：本商品はレーザー照射していただくだけで加工可能な金属です。

RD

GR

BKORYL
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iPhone5  iPhone5s天然木・樹脂

iPhone WOOD ケース

サイズ品番

材質 対応機種

IWC-SAKURA 127×60.5×9.5mm

サクラ

WOOD
METAL

iPhone CASE

Premiere

レザー＆メタル

カラー品番
BD-04-CM キャメル

カードケース
レザー＆メタル

カラー品番
BD-04-RD レッドブラウン

カードケース
ウッド＆メタル

カラー品番
BD-BK ローズウッド

カードケース

レザー＆アルミ
カードケース

カラー品番
BD-4496 ブラウン

レザー＆アルミ

カラー品番
BD-991 チョコレート

カードケース
ウッド＆メタル

カラー品番
BD-WT ヒノキ

カードケース
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iPhone5  iPhone5s金属調樹脂・樹脂

iPhone METAL ケース

サイズ品番

材質 対応機種

IMC-BK 126×61×9.5mm

ブラック

iPhone5  iPhone5s金属調樹脂・樹脂

iPhone METAL ケース

サイズ品番

材質 対応機種

IMC-RD 126×61×9.5mm

レッド

iPhone5  iPhone5s天然木・樹脂

iPhone WOOD ケース

サイズ品番

材質 対応機種

IWC-KIZAKURA 127×60.5×9.5mm

キザクラ

iPhone5  iPhone5s天然木・樹脂

iPhone WOOD ケース

サイズ品番

材質 対応機種

IWC-WOLNAT 127×60.5×9.5mm

ウォルナット

iPhone5  iPhone5s天然木・樹脂

iPhone WOOD ケース

サイズ品番

材質 対応機種

IWC-AFCHE 127×60.5×9.5mm

アフリカンチェリー

iPhone5  iPhone5s天然木・樹脂

iPhone CASE プレミア

サイズ品番

材質 対応機種

ICP-KAEDE 127×61.4×11.2mm

楓

iPhone5  iPhone5s天然木・樹脂

iPhone CASE プレミア

サイズ品番

材質 対応機種

ICP-KURUMI 127×61.4×11.2mm

胡桃

iPhone5  iPhone5s天然木・樹脂

iPhone CASE プレミア

サイズ品番

材質 対応機種

ICP-SAKURA 127×61.4×11.2mm

桜

iPhone5  iPhone5s天然竹・樹脂

iPhone CASE プレミア

サイズ品番

材質 対応機種

ICP-BAMBOO 127×61.4×11.2mm

竹
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アクリルクリーナー

品番
3-AC500

容量
500ml

本商品はアクリルへのレーザー加工を施した際に付着する粉塵を除去する溶液です。
ウェス等の布を本商品で湿らせ、粉塵を拭き取って下さい。また、加工後、時間が経っ
てしまったものは落ちづらくなります。作業時はゴム手袋等を装着し、皮膚等に付
着しないようにして下さい。薬品ですので、かぶれる可能性がございます。付着し
てしまった場合はすぐに水で洗い流して下さい。

備考：

品番
TEKA-ACF

サイズ
300mm×600mm×15

アクリル用集塵フィルター

品番
3-K8801

サイズ
280×570×15mm

木ヤニ用集塵フィルター

品番
3-K8000

サイズ
320mm×20m

集塵機用ロールフィルター

品番
3-ELC28

サイズ
28ml

レーザー用レンズクリーナー

備考：クリーニングペーパーも付属しております。

より良いコンディションで、より良い加工を。

品番
3-MS152

サイズ
152.4mm×91.5m×0.1mm

3-MS305 304.8mm×91.5m×0.1mm

マスキングシート 152 / 305
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品番
3-BG30

サイズ
30g

ベアリンググリス

備考：レーザー加工機の X、Y、Z軸等の駆動部分に塗布するグリスです。



お客様名 お客様ID

一回のご注文金額が3万円以上の場合は弊社で送料を負担させて頂きます。

ご注文日 出荷日

FAX 注文書 FAX�042-507-8065

株式会社 LDF ご注文日�平成���年���月���日

ご注文品出荷スケジュール

翌日水曜日迄

翌日木曜日迄

翌日金曜日迄

翌週月曜日迄

翌週月曜日迄

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日・日曜日

※特にお急ぎのお客様はお申し付けください．

No． 商品コード 品名 数量 単価（税別） 金額（税別） 受注残

※梱包上ご希望に添えない場合もございます

□宅急便 □メール便 □メール便速達
ご希望配送

方法

2

1

4

3

6

5

8

7

10

9

11

コピーをして注文書としてご使用ください。

商品詳細�TEL�042-665-2730

商品在庫・運送状況 TEL 042-507-8065

翌日火曜日迄

出荷日 平成��年��月��日
受注残

平成���年���月���日
出荷予定日

ご注文書は必ずお客様IDをご記入下さい。

合計

ご伝言

ご注文確認書

ご注文ありがとうございました。上記のご注文品は以下の通り出荷させていただきます。
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