
原反巾 規格 セパ 粘着剤

1,100mm 平判 クリーム 一般糊

1,080mm 巻取 ブルー 一般糊

1,100mm 平判 クリーム 一般糊

1,080mm 巻取 ブルー 一般糊

1,100mm 平判 クリーム 一般糊

1,080mm 巻取 ブルー 一般糊

1,100mm 巻取 ブルー 強粘着

1,100mm 平判 クリーム 一般糊

1,100mm 平判 クリーム 一般糊

1,100mm 平判 クリーム 一般糊

1,100mm 平判 クリーム 一般糊

1,070mm 平判 クリーム 強粘着

1,070mm 巻取 ブルー 強粘着

1,080mm 平判 白 一般糊

1,080mm 平判 白 一般糊

1,080mm 平判 白 再剥離

1,090mm 平判 白 一般糊コピータック　Ｘマーク入

インクジェット・コピー・レザープリンタ用ＯＡマルチタック　Ｒ１００Ｎ Ｘマーク入

ＯＡマルチタック　Ｒ１００Ｎ Ｍ２　Ｎ

同上のブルーグラシンセパ

インクジェットレザーコピー機対応のマルチ用紙

同上の剥離紙背面に印刷施し裏表の判別

インクジェットレザーコピー機対応のマルチ用紙で再剥離性能

文具・オフィス他

商　品　名

和紙タック　キリ 同上

和紙タック　奉書 同上

和紙タック　春霞 目の細かい和紙風に霞の影のような模様

和紙タック　春霞 同上のﾌﾞﾙｰグラシンセパ

和紙タック　雲龍 優れたデザイン性/和紙風の紙に金銀

和紙タック　雲龍 同上のﾌﾞﾙｰグラシンセパ

和紙タック＃５０ 同上

和紙タック　月華 同上

和紙タック　銀龍 和紙風の紙に色は無い。穏やかな感じ。

和紙タック　銀龍 同上

同上

クレープ　強粘 同上表面にしわをほどこし強度をもたした和紙

インクジェット・コピー・レザープリンタ用

クレープ　８ＫＢ　強粘 同上

ＯＡマルチタック　Ｒ１００Ｎ インクジェット・コピー・レザープリンタ用

用　　途

紙　基　材

新タック化成㈱ラベル印刷用の商品一覧表

コピー対応の専用紙

特　　徴

同上のﾌﾞﾙｰグラシンセパ

障子紙の様な繊細な模様

細い透明な花が散った様な和柄/色は無い

霧がかったような細かく繊細な透明な模様

上質の楮こうぞで漉すいた、純白でしわのないきめの美しい和紙

細い透明な糸が散ったような和柄/キリより模様は大きい

和の商品のﾗﾍﾞﾙ/食品用

同上

和の商品向けﾗﾍﾞﾙ

同上

同上

和紙タック　きなり雲龍
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原反巾 規格 セパ 粘着剤

920mm 平判・巻取 白 強粘着

1,000mm 平判・巻取 クリーム 強粘着

1,080mm 平判・巻取 クリーム 強粘着

1,090mm 平判・巻取 白 弱粘着

1,090mm 平判・巻取 クリーム 強粘着

1,090mm 平判・巻取 白 弱粘着

1,090mm 平判・巻取 白 弱粘着

1,090mm 平判・巻取 白 弱粘着

1,090mm 平判・巻取 白 微粘着

1,090mm 平判・巻取 白 微粘着

特　　徴

フ　ィ　ル　ム　基　材

安価な合成紙ＰＷ＃７５（平版用）

印刷適正のあるPET素材

ＴＭタック＃８０　ＴＧ 耐水性・耐久性に優れている

白コート＃５０

ＴＭタック＃８０　Ｙ 耐水性・耐久性に優れている

スーパーユポタック＃１１０ 酸化重合インキ印字適性を持つ合成紙

白コート＃２５ 印刷適正のあるPET素材

商　品　名

耐水性・耐久性に優れている

ＴＬタック＃１２０　ＷＧＭ 耐水性・耐久性に優れている

ＴＭタック＃８０　ＷＧ 耐水性・耐久性に優れている

ＴＭタック＃８０　ＷＧＭ 耐水性・耐久性に優れている

ｽﾃｯｶｰ等/ポップ、ｽｰﾊﾟｰの景品ｽﾃｯｶー

ｽﾃｯｶｰ等

ｽﾃｯｶｰ等

ｽﾃｯｶｰ等/子供雑誌に挟んである付録

ｽﾃｯｶｰ等/ﾀｸｼｰﾎﾟｽﾀｰ、ﾚｼﾞｶｳﾝﾀｰｽﾃｯｶｰ

ｽﾃｯｶｰ等/ポップ、ｽｰﾊﾟｰの景品ｽﾃｯｶー

用　　途

ポスター用

工業用ラベル　

工業用ラベル　

屋外に貼り付ける表示やｽﾃｯｶｰ

ＴＬタック＃１２０　ＴＧ



原反巾 規格 セパ 粘着剤

1,090mm 平判・巻取 クリーム 再貼付

1,090mm 平判・巻取 ブルー 再貼付

1,090mm 平判・巻取 クリーム 再貼付

1,100mm 平判・巻取 クリーム 再貼付

1,100mm 巻取 ブルー 再貼付

1,020mm 巻取 青 強粘着

1,080mm 巻取 青 強粘着

1,000mm 巻取 青 強粘着

1,080mm 巻取 青 特殊強粘着

1,100mm 平判・巻取 白 強粘着

1,100mm 平判・巻取 白 弱粘着

1,100mm 平判・巻取 白 強粘着

910mm 平判・巻取 白 強粘着

880mm 平判・巻取 白 強粘着

1,100mm 巻取 青 強粘着

1,100mm 巻取 青 強粘着

1,100mm 巻取 白 強粘着

1,100mm 巻取 白 強粘着
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宅配用のラベル　席順用

宅配用のラベル　席順用

宅配用のラベル　席順用

返信用ハガキの目隠し用

返信用ハガキの目隠し用

用　　途

紙　基　材

リンテック㈱ラベル印刷用の商品一覧表

ラップ適性

汎用品

特　　徴

高感度・捺印適性

耐光性・耐熱性(100℃)

疑似接着・捺印適性

高感度・洗浄剥離

ハイグレード

ハイグレード・再剥離性L-VIPタック(LN6680)　電子写真　

配送伝票・工程管理ラベル

イイタック(返信用) 剥がして、再度貼れるが１回しか出来ません

L-VIPタック(LD2230)　サーマル　 入出庫ラベル・製造責任ラベル

商　品　名

L-VIPタック(プラコンLD3102)　サーマル　 プラスチックコンテナ表示ラベル

L-VIPタック(LN6610)　電子写真　 宛名ラベル・表示ラベル・多面付けラベル

リピールキャストコート  №2610 再貼付可能ですが無限では無い

イイタック(平判用) １度剥がすと貼り直しが不可

リピール上質７０　№1710 再貼付可能ですが無限では無い

リピールコート   　№2420 再貼付可能ですが無限では無い

L-VIPタック(LD5530)　サーマル　 商品表示ラベル・セキュリティーラベル

L-VIPタック(LD9202)　サーマル　

工程管理ラベル

L-VIPタック(LN6714)　電子写真　 宛名ラベル・表示ラベル・多面付けラベル汎用性・インクジェット適性

流通ラベル・食品表示ラベル・医療管理ラベル

L-VIPタック(LJ1410B)　インクジェット　 商品ラベル・オリジナルラベル

L-VIPタック(LJ2217H)　インクジェット　 商品ラベル・オリジナルラベル

フルカラー対応（顔料系には適さない）

フルカラー対応（顔料系には適さない）

汎用品

ラップ適性

流通ラベル・食品表示ラベル・医療管理ラベルL-VIPタック(LD7131)　サーマル　

L-VIPタック(LD2411)　サーマル　 流通ラベル・食品表示ラベル・医療管理ラベル

流通ラベル・食品表示ラベル・医療管理ラベルL-VIPタック(LD7110)　サーマル　

L-VIPタック(LD7130)　サーマル　



原反巾 規格 セパ 粘着剤

940mm 平判・巻取 白 強粘着

980mm 平判・巻取 青 再貼付

980mm 平判・巻取 青 再貼付

980mm 巻取 青 強粘着

980mm 巻取 青 強粘着

1,100mm 巻取 青 強粘着

980mm 巻取 片面ポリラミ（白） 強粘着

1,100mm 巻取 片面ポリラミ（白） 強粘着

1,220mm 巻取 片面ポリラミ（白） 強粘着

1,100mm 平判・巻取 白フィルム 強粘着

1,100mm 平判・巻取 白フィルム 強粘着

1,100mm 平判・巻取 白フィルム 強粘着

L-VIPタック(FN3312-50)　ＰＥＴ(マット)　 耐水性・プレ印刷適性 商品ラベル・表示ラベル・管理ラベル

L-VIPタック(ＦＮ1211-50)　ＰＥＴ（透明）　 耐水性・プレ印刷適性 商品ラベル・表示ラベル・管理ラベル

商品ラベル・表示ラベル・管理ラベル

銘板ラベル・商品表示ラベル

銘板ラベル・商品表示ラベル・バーコードラベル

銘板ラベル・商品表示ラベルなど全般（ラミ上印字用途）

銘板ラベル・商品表示ラベルなど全般（ラミ上印字用途）

銘板ラベル・商品表示ラベルなど全般（ラミ上印字用途）

用　　途

ポスター用

ポスター用

ポスター用

銘板ラベル・商品表示ラベル・バーコードラベル

L-VIPタック(ＦＲ1725-25)　セミグロスＰＥＴ　 意匠性（セミグロス）・ＵＬ／ＣＵＬ

L-VIPタック(ＦＮ3411-50)　ＰＥＴ(マット)　 耐水性

L-VIPタック(ＦＲ1125-25)　マットＰＥＴ　 意匠性（マット）・ＵＬ／ＣＵＬ

L-VIPタック(ＦＲ1225-16)　グロスＰＥＴ　 意匠性（グロス）・ＵＬ／ＣＵＬ

L-VIPタック(ＦＲ6311-80)　合成紙　 ＵＬ／ＣＵＬ

フ　ィ　ル　ム　基　材

意匠性・ＵＬ／ＣＵＬL-VIPタック(ＦＲ1615-50)　蒸着ＰＥＴ　

印字適性を持つ合成紙リピール№5019 (ユポ８０ＵＶ)

L-VIPタック(ＦＲ1415-50)　ＰＥＴ　 ＵＬ／ＣＵＬ

スーパーユポタック＃１１０ 印字適性を持つ合成紙

リピール№6041 (ＰＥＴ５０Ａ) 印字適性を持つ合成紙

商　品　名 特　　徴



原反巾 規格 セパ 粘着剤

REPOP RE5054  50μ ｍ
ポリエステルフィルム　透明

強粘
再剥離

化粧品、家電製品などのＰＯＰ
アイキャッチラベル、各種表示ラベル
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1100mm 平判・巻取
青色

グラシン紙
強粘

再剥離

プラスチック容器等にしっかり貼れて
剥がしたい時に糊残りが少なく

きれいに剥がせる強粘再剥離タイプ。
一般的な再剥離タイプと比べて

粘着剤が高く使用中に剥がれにくい。
＊ＲＥ５０５４は、ＰＥＴボトルから作られた
再生ＰＥＴ樹脂を表面基材に使用しつつ

非再生ＰＥＴフィルムと同等の物性を実現。

商　品　名 用　　途

フ　ィ　ル　ム　基　材

リンテック㈱ラベル印刷用の商品一覧表（２）

特　　徴

オフィスや店舗の窓ガラスに貼る
ポスターＰＯＰ用

REPOP RE503S 50μ ｍ
発泡ポリエステルフィルム　白色

強粘
再剥離

ポスターなど比較的大きな面積のラベル
でも簡単に貼れてきれいに

剥がせるシリコーン微粘着ラベル

店舗の窓ガラスに貼るポスター
ショーケース、ＰＯＰ用、アイキャッチラベル

L-VIPタック FN2274-50
ポリエステルフィルム　透明

1100mm 平判・巻取

REPOP RE505S 50μ ｍ
ポリエステルフィルム　透明

1080mm 平判・巻取 色上質（白） 微粘着

1080mm 平判・巻取 色上質（白） 微粘着

L-VIPタック FN3774-50
ポリエステルフィルム　白

微粘着剤の粘着剤を使用する事で
簡単に貼る、剥がすを可能にした

レーザープリンターに対応した新製品。

ポリエステル
フィルム(白)

微粘着

1100mm 平判・巻取
ポリエステル
フィルム(白)

微粘着

REPOP RE5034  50μ ｍ
発泡ポリエステルフィルム　白色

1100mm 平判・巻取
青色

グラシン紙

REPOP RE5014 50μ ｍ
蒸着ポリエステルフィルム　銀ツヤ

1100mm 平判・巻取
青色

グラシン紙



原反巾 規格 セパ 粘着剤

汎用
強粘着

耐光性、保存安定性などの性能に優れ
食品用途を考慮し

電子レンジや塩ビラップにも対応
医療関連で必要とされる
耐アルコール性能に優れ

印字適性や感度特性、経済性など
多くの利点を持った商品。

物流・流通・食品表示・工程管理強粘着

1530mm
巻取のみ
巾フリー

平成２９年9月吉日

リンテック㈱ラベル印刷用の商品一覧表（３）

フ　ィ　ル　ム　基　材

商　品　名 特　　徴 用　　途

1530mm
巻取のみ
巾フリー

青グラシン

Ｌ－ＶＩＰタック
（サーマル紙）

LD7110

LD7130

LD7131

1530mm
巻取のみ
巾フリー

青グラシン

白グラシン 強粘着

ホログラムが抱える「つなぎ目」の
課題をクリアーした

光の反射を一枚柄として
表現しているラベル素材。

ＰＯＰ・アイキャッチ・ハウスボトル
ファンシー・キャラクターカード

ＴＥ８０Ｗ　ＰＡＴ１　８Ｋ　白　８０μ ｍ
（非塩ビ系ポリプロピレンフィルム）

（セキュリティーラベル）
980mm 青グラシン巻取のみ 永久粘着

ホログラスター２０１０
（蒸着ポリエステルフィルム）

610mm 平判・巻取 白色上質紙 強粘着

ラベルの貼り替え・改ざん防止対策に最適
剥がした事が一目で分かる

非塩ビ系の特殊ポリプロピレンフィルムを使用

貼り替え・改ざん防止対策ラベル
製品の注意書きラベル

値札ラベル・包装材の封緘テープ


