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設計施工価格 

 

3M、Scotchtint は、3M 社の商標です。 

 
 
 
 

: 外壁ガラスの屋外側に施工できる（外貼り可能）製品 

: プラスチック基材（ポリカボネート版やアクリル板など）への貼付を

想定した製品です。ガラスには貼付できません。 
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NANO40S NANO40S ¥18,000 

NANO70S 

N 

NANO70S ¥18,000 

NANO80S NANO80S ¥18,000 

NANO90S NANO90S ¥18,000 

LOW-E20 シルバー LOWE20 SILVER ¥14,000 

LOW-E70 LE70CLAR ¥15,500 

スモーク 5 RE5SMAR ¥12,000 

スモーク 20 RE20SMAR ¥12,000 

スモーク 35 RE35SMAR ¥12,000 

IR65 IR65CLAR ¥15,500 

ニュートラル 50 RE50NEAR ¥13,000 

ニュートラル 70 RE70NEAR ¥13,000 

ピュアリフレ 75 RE75CLIS ¥15,000 

ピュアリフレ RE80CLIS ¥15,000 

ピュアリフレ 87 RE87CLIS ¥15,000 

シルバー18 RE18SIAR ¥12,500 

シルバー35 RE35SIAR ¥12,500 

ニュートラル 20 RE20NEAR ¥13,000 

ニュートラル 35 RE35NEAR ¥13,000 

アンバー35 RE35AMAR ¥14,000 

ライトニッケル 50 RE50NIAR ¥13,000 

NV15 NV15 ¥13,000 

NV25 NV25 ¥13,000 

NV35 NV35 ¥13,000 

シルバー スモーク 5 RE5SSAR ¥15,000 

シルバー スモーク 20 RE20SSAR ¥15,000 

シルバー ブルー10 RE10SBAR ¥12,000 

シルバー グリーン 15 RE15SGAR ¥12,000 

ニュートラル グリーン 30 RE30NGAR ¥12,000 

不透明 V50 ¥11,000 

不透明 ハイグロス(ホワイトボードフィルム) WWB001 ¥13,000 

NANO ミルキーホワイト NANOMAML ¥18,000 

NANO ルーチェ NANOFGLU ¥18,000 

NANO イルミナ NANOFGIM ¥20,000 

外
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NANO70SX NANO70SX ¥20,000 

NANO80SX NANO80SX ¥20,000 

NANO マットクリスタル NANOMACRX ¥18,000 

シルバー15X RE15SIARX ¥14,000 

シルバー35X RE35SIARX ¥14,000 

ニュートラル 35X RE35NEARX ¥14,000 

フロスト マット SH2FRMAX ¥16,600 

フロスト シュクレ SH2FRSCX ¥16,600 

フロスト ミルキー SH2FRMLX ¥16,600 

フロスト ブルー SH2FRBLX ¥16,600 

フロスト グレー SH2FRGRX ¥16,600 

フロスト ブロンズ SH2FRBRX ¥16,600 

フロスト シルバー1 SH2FRSI-1X ¥16,600 

フロスト シルバー18 SH2FRSI-18X ¥16,600 

フロスト シルバー35 SH2FRSI-35X ¥16,600 

フロスト ブラック SH2FRBKX ¥16,600 

 

 透明飛散防止フィルム SH2CLARX ¥12,000 

透明飛散防止フィルム SH4CLARX2 ¥13,000 

 反射低減フィルム LR2CLARX ※5  ¥15,000 

防
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防犯フィルム SH15CLAR-A ¥24,000 

防犯フィルム ULTRA S2200 ¥27,500 

NANO80 CP NANO80CP ¥31,000 

防犯フィルム マット SH15MACR-I ¥27,500 

防犯フィルム シルバー SH15SIAR-18 ¥27,500 

ULTRA S600 ULTRA S600 ¥19,000 

ULTRA S800 ULTRA S800 ¥23,500 

透明飛散防止フィルム SH2CLAR ¥11,100 

透明飛散防止フィルム SH4CLAR ¥12,200 
 太陽光採光フィルム DRF ¥26,000 

 

プライバシーコントロールフィルム00 PCF00 ¥25,000 

プライバシーコントロールフィルム30 PCF30 ¥25,000 

プライバシーコントロールフィルム45 PCF45 ¥25,000 

 型板・すりガラス用フィルム 透明 DC000 ¥18,000 

型板・すりガラス用フィルム マット DC001 ¥18,000 

型板・すりガラス用フィルム ミルキー DC002 ¥18,000 

 親水性フィルム SH2CLHF ¥15,000 

 防虫フィルム IS2CLAR ¥13,500 

 

1. 設計施工最低価格は￥65,000 です。 

2. 上記設計施工価格は 50 ㎡以上の場合に適用し、50 ㎡未満の場合は別途割増となります。 

3. 通常の施工条件以外の場合（地方出張、足場作業等の特殊施工、ガラス面の汚れが著しい

場合等）は、別途割増となります。 

4. 上記設計施工価格は、材工共の参考価格です（消費税は含まれていません）。 

5. お見積り作成時には、最新の価格データをご参照願います。 
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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。 

⚫表示価格には消費税が含まれていません。 
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