屋内専用

業務用超強力ラインテープ

製品カタログ

2019−2020

耐久性・耐摩耗性、接着力に優れた屋内用ラインテープ
強力＆
きれい！

バーナー
不要！

剥離OK

接着力、耐摩耗性が他社製品に比べ
優れています。表面が汚れにくく、汚
れても拭き取りやすい素材です。

粘着式テープなので、バーナー
は不要です。道具も不要で簡単
に施工できます。

はがす作業
も可能に！

バーナーの熱で強力に溶着する路面標示

はがす事も可能なので、構内の
レイアウト変更時に便利です。

●駐車場のライン引きに
●ナンバー標示の施工に
●道路のライン引き ( 補修 ) に
工場での施工例

工場での施工例

倉庫での施工例

倉庫での施工例

フォークリフト、大型台車がラインの上を通っても大丈夫 !

業務用超強力ラインテープ施工方法

DIY で簡単路面標示施工
接着面の汚れ、ホコリ、
水分を取り除く。

剥離シートをはがす。

業務用超強力ライン
テープを貼る。

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、
バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY( 自分 ) で簡単に
強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。

使用イメージ写真です。

幅50mm

屋外のライン補修・屋内のライン施工が簡単、強力に。
白 50mm幅
RM-605

幅50mmX長さ20m
49 53571 00605 5
入数(12)

¥9,600(税別)

黄 50mm幅
RM-705

白 70mm幅
RM-607

幅50mmX長さ20m
49 53571 00705 2

幅70mmX長さ20m
49 53571 00607 9

入数(12)

¥9,600(税別)

■ 製品構成

入数(12)

¥13,440(税別)

材質

黄 70mm幅
RM-707

幅70mmX長さ20m
49 53571 00707 6
入数(12)

¥13,440(税別)

厚み

表 層：塩化ビニール
中間層：アルミニウム
粘着層：合成ゴム系粘着材
剥離シート：ＰＥＴ樹脂

100μ
50μ
100μ
50μ

※1μ(ミクロン)=0.001mm

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3
TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033

http://www.shinfuji.co.jp/
E-mail : info@shinfuji.co.jp

●このカタログは2019年4月1日現在のものです。仕様、価格は予告なく変更する
場合があります。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、各製品をご使用ください。
●このカタログの写真は製版によって作成された印刷物です。実際の製品と多少、
色合いが異なる場合があります。予めご了承ください。

屋外ライン補修前

屋外ライン補修後

屋内ライン施工前

屋内ライン施工後

110mm

49mm

110mm

110mm

110mm

110mm

材質：熱可塑性樹脂

¥800（税別）

110mm

110mm

110mm

※

バーナーによる加熱溶着式で作業面との
接着強度、耐摩耗強度が強く継続期間が
長いのが特徴です。

一度作業をすれば長持ちします。また
専門業者へ施工依頼することなく自分
で作業できるので低コストです！

ロードマーキング施工方法

¥2,400（税別）

RM-100 RM-101 RM-102 RM-103 RM-104 RM-105 RM-106 RM-107 RM-108

4953571 060101 4953571 060118 4953571 060125 4953571 060132 4953571 060149 4953571 060156 4953571 060163 4953571 060170 4953571 060187

ナンバーL（０〜８）
70mm

170mm

プライマ‒缶 または プライマ‒スプレー

RM-111

ロードマーキングの
ポイントを
動画でチェック

当社のプライマ‒をご使用下さい。

を使用時のみ必要) 刷毛・ローラー・
トレー等をご用意下さい。

RM-112

4953571 060224

チョーク・メジャー・テープなどがあると便利です。
施工の用途に応じて適したバーナーをお選び下さい。

170mm

170mm

4953571 060309
入数（12/ 120）

￥2,000（税別）

来客用
RM-201

（月 x1 枚、極 x1 枚）

ライン
幅70mm

ローラーや刷毛、スプレー
などでプライマーを塗る。

シートを置きバーナーで
加熱し、しっかり溶着する。

シートより2cm程、広めに塗って下さい。
指で触れてプライマ‒が付かない程度
まで乾燥させて下さい。

全体のバランスをみてシートを置き
ます。1〜2秒でシートが路面に
馴染む程度の炎で加熱して下さい。

オーダーメイドオプション

文字

マーク、イラスト

ロゴマーク

300mm

500mm

バーナー

丸ゴシック体

白

黄

青

赤

桃

緑

レモンイエロー

RM-115

4953571 060255

170mm

170mm

炭酸カルシウム 体質顔料

３０0mm

３０0mm

RM-116

4953571 060262

RM-117

4953571 060279

入数（12/120）

￥3,000（税別）

RM-118

4953571 060286

炭酸カルシウム 体質顔料

加工用シート黄 RM-203

1枚入
白 , 黄とも

4953571 060330

入数（12/120）

￥3,120（税別）

加工用シートはハサミ で簡単にカットできるため
オリジナルのマークが手軽に作成できます！

プライマー

プライマーは路面を活性化させ、
接着力を強くする役割があります。

(下地処理材)

680mm

170mm

入数（12/ 120）

￥3,000（税別）

アスファルト専用
液状タイプ（1ℓ）

6分割

4953571 060316

RM-500

車いすマーク RM-204
4953571 060347

入数（12/ 60）

￥7,000（税別）

RM-502

4953571 062105

4953571 062204

￥3,600（税別）

￥2,640（税別）

￥3,600（税別）

入数（ 24 ）

入数（ 12 ）

入数（ 12 ）

ライン黒

( 既設ライン消去用 )

幅70mm×長さ５m

4953571 06140５

4953571 061306

幅 170mm x 長さ 5m
JAN : 4953571 061900

入数（ 12 ）

￥2,24０（税別）

￥2,240（税別）

ライン 白 100mm幅
RM-310

ライン 黄 100mm幅
RM-410

4953571 061108

4953571 061207

￥2,560（税別）

￥2,56０（税別）

ライン 白 150mm幅
RM-315

ライン 黄 150mm幅
RM-415

4953571 061702

4953571 061801

￥2,880（税別）

￥2,88０（税別）

RM - 517

入数（ 12 ）

幅150mm×長さ５m

施工方法

消去する既設のライン

幅150mm×長さ５m

施工方法を動画で
ご覧ください。

¥6,400( 税別 )

既設、劣化したラインに被せるように
溶着し、ラインを消去することができ
ます。

幅100mm×長さ５m

幅100mm×長さ５m

入数（ 12 ）

RM-501

コンクリート専用
液状タイプ（1ℓ）

4953571 062006

ライン 黄 70mm幅
RM-407

入数（ 12 ）

アスファルト専用
スプレータイプ（420mℓ）

炭酸カルシウム 体質顔料

幅70mm×長さ５m

消去するラインより少しだけ長く「ライン黒」を準備します。

入数（ 12 ）

入数（ 12 ）

プライマーを塗布します。

バーナーで加熱し溶着します。

冷却後、施工完了です。

駐車場の管理にも役立つ、多用途バーナー

ロードマーキング用カセットガスバーナー
RM-4200

ロードマーキング用カセットガスバーナー
RM-22000

ロードマーキング用プロパンガスバーナー
RM-41000

4953571 006505

4953571 006604

4953571 006703

¥3,360（税別）

入数
（ 12 ）

¥7,600（税別）

入数
（6）

入数
（6）

¥22,000（税別）
ラクラク電子着火式

ラクラク電子着火式

1 文字で ¥2,800（税別）
2 文字で ¥5,600（税別）
3 文字で ¥8,400（税別）

170mm

（来 x1 枚、客 x1 枚、用 x1 枚）

カラー指定：右の 7 色からお選びいただけます。

●文字サイズ
300X300mm

RM-114

ライン 白 70mm幅
RM-307

幅１０0mm

チョークやメジャー、
テープ
などが便利です。

1 文字から製作いたします。

デジタルパーツL RM-119 PAT.P

S,L とも

材質：熱可塑性樹脂

170mm

170mm

4953571 060248

材質：熱可塑性樹脂

幅１50mm

設置位置を決め印を
つける。

ロードマーキングで好きな文字・マークが
自由に製作できます。

ゴシック体

入数（12 / 120）

￥960（税別）

材質：熱可塑性樹脂

170mm

月極
RM-200

■ 施工方法

RM-113

4953571 060231

サイン

300mm

(

500mm

170mm

300mm

ほうきやブラシなどで施工前に清掃します。

300mm

1枚入

入数（12 / 120）

パーツ10枚入

加工用シート白 RM-202

RM-110

当社専用の加熱溶着式シートをご用意下さい。

製作例

170mm

170mm

4953571 060２００ 4953571 060217

設置面の砂、
小石などを掃き汚れ、
ホコリ、
水分を取り除きます。

※６と９は兼用

4953571 060293

￥3,200（税別）

4953571 060323

■ 道具・材料

設置面の清掃をする。

デジタルパーツS
RM-10９ PAT.P

数字仕上がり寸法
（約 H300 × W150）

780mm

直線（ライン）
や数字も型の使用
やマスキングの必要がなく、簡単
に仕上がります！

4953571 060194

入数（12 / 120）

30mm

３０0mm

長持ちだから
低コスト！

数字仕上がり寸法
（約 H１５０ × W 75）

300mm

ペイントタイプ
の6倍 の強度！

マスキング
不要！

炭酸カルシウム 体質顔料

パーツの組み合わせで全ての数字が
作成可能！

15mm

75mm

210mm

バーナーで簡単！強力溶着の路面標示材

入数（12 / 120）

1枚入

３０0mm

ロードマーキングシリーズ

※６と９は兼用

150mm

ナンバーS（０〜８）

上記サイズ以外をご希望の場合も応じますのでお問合せください。
●文字サイズ
500X500mm
1 文字で ¥5,800（税別）
2 文字で ¥11,600（税別）
3 文字で ¥17,400（税別）

ボンベ（RZ−７６０）1本付

ナンバーSの溶着や補修に！

ボンベ（RZ−７６０）1本付

冬場の作業に最適！
ナンバーLやラインの溶着などに

広い面積や長いラインの溶着に

●マーク・イラスト サイズ
500X500mm
1 点で ¥5,800（税別）
2 点で ¥11,600（税別）
3 点で ¥17,400（税別）

使用燃料/プロパンガス
※プロパンボンベは
付属しておりません。

発 熱 量※1 : 4.9kW(4,200kcal/h)
加熱時間目安※2 : 約25分
※1 気温25℃、5分間の燃焼データを1時間換算したものです。

発 熱 量※1 : 25.6kW(22,000kcal/h)
加熱時間目安※2 : 約5分

発 熱 量※1 : 47.3kW(40,700kcal/h)
加熱時間目安※2 : 約3分

※2 気温30℃、無風状態で100mm幅のライン5mを溶着させる時間。
（路面温度や施工者などにより時間は異なります。）

