
◇やわらかタオル 2023.2.20

区分 商品名 仕様 販売ロット
現⾏単価 新単価

税別 税込 税別 税込

昇華用資材 やわらかマフラータオル 210 × 1100

276枚 ¥240 ¥264 ¥290 ¥319

120枚 ¥290 ¥319 ¥320 ¥352

72枚 ¥340 ¥374 ¥370 ¥407

1枚 ¥520 ¥572 ¥540 ¥594

昇華用資材 やわらかフェイスタオルロング 350 × 840

288枚 ¥280 ¥308 ¥330 ¥363

120枚 ¥360 ¥396 ¥390 ¥429

72枚 ¥420 ¥462 ¥450 ¥495

1枚 ¥560 ¥616 ¥580 ¥638

昇華用資材 やわらかバスタオル 1200 × 600

192枚 ¥710 ¥781 ¥800 ¥880

96枚 ¥770 ¥847 ¥850 ¥935

48枚 ¥910 ¥1,001 ¥980 ¥1,078

1枚 ¥1,050 ¥1,155 ¥1,300 ¥1,430

昇華用資材 やわらかフェイスタオル 300 × 500

288枚 ¥200 ¥220 ¥340 ¥374

192枚 ¥205 ¥226 ¥340 ¥374

72枚 ¥240 ¥264 ¥370 ¥407

1枚 ¥270 ¥297 ¥450 ¥495

昇華用資材 やわらかハンドタオル 200 × 200

1500枚 ¥80 ¥88 ¥155 ¥171

100枚 ¥85 ¥94 ¥165 ¥182

1枚 ¥210 ¥231 ¥230 ¥253

昇華用資材
やわらかタオル原反
（※受注生産）

1600 × 50ｍ
10本 ¥65,000 ¥71,500 ¥77,200 ¥84,920

1本 ¥72,000 ¥79,200 ¥85,000 ¥93,500



◇Siserカッティングラバーシート【1本ロール】 2023.2.20

区分 商品名 型番（タイプ） 仕様
現⾏標準価格 新標準価格

税別 税込 税別 税込

Siserカット P.S.FILM 通常色 500 × 25 ¥30,450 ¥33,495 ¥35,000 ¥38,500

Siserカット P.S.FILM ゴールド/シルバー 500 × 25 ¥32,550 ¥35,805 ¥37,400 ¥41,140

Siserカット P.S.FILM 蛍光色 500 × 25 ¥33,750 ¥37,125 ¥38,800 ¥42,680

Siserカット P.S.EXTRA 通常色 500 × 25 ¥38,300 ¥42,130 ¥42,100 ¥46,310

Siserカット P.S.EXTRA シルバー 500 × 25 ¥38,330 ¥42,163 ¥42,100 ¥46,310

Siserカット P.S.STRETCH【※順次EcoStretch切替予定】 通常色 500 × 25 ¥31,500 ¥34,650 ¥35,000 ¥38,500

Siserカット P.S.STRETCH【※順次EcoStretch切替予定】 ゴールド/シルバー 500 × 25 ¥33,800 ¥37,180 ¥37,400 ¥41,140

Siserカット SOFT 通常色 500 × 25 ¥30,450 ¥33,495 ¥33,400 ¥36,740

Siserカット VIDEOFLEX MODA VERNICE ブラック 500 × 25 ¥43,050 ¥47,355 ¥47,300 ¥52,030

Siserカット MODA GLITTER/Sparkle ゴールド/シルバー 500 × 25 ¥34,000 ¥37,400 ¥39,100 ¥43,010

Siserカット MODA GLITTER2 ゴールド/シルバー 500 × 10 ¥22,000 ¥24,200 - -

Siserカット P.S.SUBLI LT ホワイト（昇華防止） 500 × 25 ¥36,210 ¥39,831 ¥39,800 ¥43,780

Siserカット P.S.FILM LUMEN ルーメン（蓄光） 500 × 25 ¥65,630 ¥72,193 ¥75,500 ¥83,050

Siserカット P.S.METALLIC メタリックゴールド/シルバー 500 × 25 ¥28,880 ¥31,768 ¥31,700 ¥34,870

Siserカット P.S.ELECTRIC エレクトリック通常色 500 × 25 ¥36,230 ¥39,853 ¥39,800 ¥43,780

Siserカット P.S.ELECTRIC エレクトリックゴールド/シルバー系 500 × 25 ¥38,000 ¥41,800 ¥41,800 ¥45,980

Siserカット P.S.PERFOR ホワイト/ブラック（穴あき） 500 × 25 ¥35,490 ¥39,039 ¥39,000 ¥42,900

Siserカット THERMO RE FLEX SILVER【New】 サーモリフレックスシルバー 500 × 25 ¥57,000 ¥62,700 ¥68,400 ¥75,240

Siserカット EXTRAREFLEX エクストラリフレックス 500 × 25 ¥60,900 ¥66,990 ¥73,000 ¥80,300

Siserカット FOIL ゴールド/シルバー 490 × 10 ¥15,540 ¥17,094 ¥17,000 ¥18,700

Siserカット 3D TECHNO【※在庫限り廃番】 通常色 500 × 25 ¥39,800 ¥43,780 - -

Siserカット STRIP FLOCK 通常色 500 × 25 ¥40,950 ¥45,045 ¥49,000 ¥53,900

Siserカット BRICK【※在庫限り廃番】 ホワイト/ブラック（グロス/マット） 500 × 5 ¥16,350 ¥17,985 - -

Siserカット Brick用 ﾃｸｽﾁｬｰﾍﾟｰﾊﾟｰ ¥3,000 ¥3,300 - -

Siserカット Hi-5 通常色 500 × 25 ¥31,500 ¥34,650 ¥36,200 ¥39,820

Siserカット Hi-5 ゴールド/シルバー 500 × 25 ¥31,500 ¥34,650 ¥36,200 ¥39,820

※）新標準価格欄に「-」と記載の商品は、価格改定はありません。



◇Siserカッティングラバーシート【切売】 2023.2.20

区分 商品名 型番（タイプ） 仕様
現⾏標準価格 新標準価格

税別 税込 税別 税込

◆1ｍ切売

Siserカット P.S.FILM 通常色 500 × 1 ¥1,680 ¥1,848 ¥1,970 ¥2,167

Siserカット P.S.FILM ゴールド/シルバー 500 × 1 ¥1,790 ¥1,969 ¥2,100 ¥2,310

Siserカット P.S.FILM 蛍光色 500 × 1 ¥1,860 ¥2,046 ¥2,180 ¥2,398

Siserカット P.S.EXTRA 通常色 500 × 1 ¥2,020 ¥2,222 ¥2,370 ¥2,607

Siserカット P.S.EXTRA シルバー 500 × 1 ¥2,110 ¥2,321 ¥2,370 ¥2,607

Siserカット P.S.STRETCH【※順次EcoStretch切替予定】 通常色 500 × 1 ¥1,680 ¥1,848 ¥1,970 ¥2,167

Siserカット P.S.STRETCH【※順次EcoStretch切替予定】 ゴールド/シルバー 500 × 1 ¥1,790 ¥1,969 ¥2,100 ¥2,310

Siserカット SOFT 通常色 500 × 1 ¥1,680 ¥1,848 ¥1,880 ¥2,068

Siserカット VIDEOFLEX MODA VERNICE ブラック 500 × 1 ¥2,370 ¥2,607 ¥2,660 ¥2,926

Siserカット MODA GLITTER/Sparkle ゴールド/シルバー 500 × 1 ¥1,900 ¥2,090 ¥2,200 ¥2,420

Siserカット MODA GLITTER2 ゴールド/シルバー 500 × 1 ¥3,030 ¥3,333 - -

Siserカット P.S.SUBLI LT ホワイト（昇華防止） 500 × 1 ¥1,990 ¥2,189 ¥2,240 ¥2,464

Siserカット P.S.FILM LUMEN ルーメン（蓄光） 500 × 1 ¥3,620 ¥3,982 ¥4,250 ¥4,675

Siserカット P.S.METALLIC メタリックゴールド/シルバー 500 × 1 ¥1,590 ¥1,749 ¥1,780 ¥1,958

Siserカット P.S.ELECTRIC エレクトリック通常色 500 × 1 ¥1,990 ¥2,189 ¥2,240 ¥2,464

Siserカット P.S.ELECTRIC エレクトリックゴールド/シルバー系 500 × 1 ¥2,090 ¥2,299 ¥2,350 ¥2,585

Siserカット P.S.PERFOR ホワイト/ブラック（穴あき） 500 × 1 ¥1,950 ¥2,145 ¥2,190 ¥2,409

Siserカット THERMO RE FLEX SILVER【New】 サーモリフレックスシルバー 500 × 1 ¥3,100 ¥3,410 ¥3,850 ¥4,235

Siserカット EXTRAREFLEX エクストラリフレックス 500 × 1 ¥3,360 ¥3,696 ¥4,110 ¥4,521

Siserカット FOIL ゴールド/シルバー 490 × 1 ¥2,140 ¥2,354 ¥2,390 ¥2,629

Siserカット 3D TECHNO【※在庫限り廃番】 通常色 500 × 1 ¥2,280 ¥2,508 - -

Siserカット STRIP FLOCK 通常色 500 × 1 ¥2,260 ¥2,486 ¥2,760 ¥3,036

Siserカット BRICK【※在庫限り廃番】 ホワイト/ブラック（グロス/マット） 500 × 1 ¥3,630 ¥3,993 - -

Siserカット Brick用 ﾃｸｽﾁｬｰﾍﾟｰﾊﾟｰ ¥3,000 ¥3,300 - -

Siserカット Hi-5 通常色 500 × 1 ¥1,680 ¥1,848 ¥2,040 ¥2,244

Siserカット Hi-5 ゴールド/シルバー 500 × 1 ¥1,680 ¥1,848 ¥2,040 ¥2,244

◆5ｍ切売

Siserカット P.S.FILM 通常色 500 × 5 ¥1,512 ¥1,663 ¥1,773 ¥1,950

Siserカット P.S.FILM ゴールド/シルバー 500 × 5 ¥1,611 ¥1,772 ¥1,890 ¥2,079

Siserカット P.S.FILM 蛍光色 500 × 5 ¥1,674 ¥1,841 ¥1,962 ¥2,158

Siserカット P.S.EXTRA 通常色 500 × 5 ¥1,818 ¥2,000 ¥2,133 ¥2,346

Siserカット P.S.EXTRA シルバー 500 × 5 ¥1,899 ¥2,089 ¥2,133 ¥2,346

Siserカット P.S.STRETCH【※順次EcoStretch切替予定】 通常色 500 × 5 ¥1,512 ¥1,663 ¥1,773 ¥1,950

Siserカット P.S.STRETCH【※順次EcoStretch切替予定】 ゴールド/シルバー 500 × 5 ¥1,611 ¥1,772 ¥1,890 ¥2,079

Siserカット SOFT 通常色 500 × 5 ¥1,512 ¥1,663 ¥1,692 ¥1,861

Siserカット VIDEOFLEX MODA VERNICE ブラック 500 × 5 ¥2,133 ¥2,346 ¥2,394 ¥2,633

Siserカット MODA GLITTER/Sparkle ゴールド/シルバー 500 × 5 ¥1,710 ¥1,881 ¥1,980 ¥2,178

Siserカット MODA GLITTER2 ゴールド/シルバー 500 × 5 ¥2,727 ¥3,000 - -

Siserカット P.S.SUBLI LT ホワイト（昇華防止） 500 × 5 ¥1,791 ¥1,970 ¥2,016 ¥2,218

Siserカット P.S.FILM LUMEN ルーメン（蓄光） 500 × 5 ¥3,258 ¥3,584 ¥3,825 ¥4,208

Siserカット P.S.METALLIC メタリックゴールド/シルバー 500 × 5 ¥1,431 ¥1,574 ¥1,602 ¥1,762

Siserカット P.S.ELECTRIC エレクトリック通常色 500 × 5 ¥1,791 ¥1,970 ¥2,016 ¥2,218

Siserカット P.S.ELECTRIC エレクトリックゴールド/シルバー系 500 × 5 ¥1,881 ¥2,069 ¥2,115 ¥2,327

Siserカット P.S.PERFOR ホワイト/ブラック（穴あき） 500 × 5 ¥1,755 ¥1,931 ¥1,971 ¥2,168

Siserカット THERMO RE FLEX SILVER【New】 サーモリフレックスシルバー 500 × 5 ¥2,790 ¥3,069 ¥3,465 ¥3,812

Siserカット EXTRAREFLEX エクストラリフレックス 500 × 5 ¥3,024 ¥3,326 ¥3,699 ¥4,069

Siserカット FOIL ゴールド/シルバー 490 × 5 ¥1,926 ¥2,119 ¥2,151 ¥2,366

Siserカット 3D TECHNO【※在庫限り廃番】 通常色 500 × 5 ¥2,052 ¥2,257 - -

Siserカット STRIP FLOCK 通常色 500 × 5 ¥2,034 ¥2,237 ¥2,484 ¥2,732

Siserカット BRICK【※在庫限り廃番】 ホワイト/ブラック（グロス/マット） 500 × 5 ¥3,267 ¥3,594 - -

Siserカット Brick用 ﾃｸｽﾁｬｰﾍﾟｰﾊﾟｰ ¥3,000 ¥3,300 - -

Siserカット Hi-5 通常色 500 × 5 ¥1,512 ¥1,663 ¥1,836 ¥2,020

Siserカット Hi-5 ゴールド/シルバー 500 × 5 ¥1,512 ¥1,663 ¥1,836 ¥2,020

※）新標準価格欄に「-」と記載の商品は、価格改定はありません。



◇Siserプリントラバーシート 2023.2.20

区分 商品名 型番（タイプ） 仕様
現⾏標準価格 新標準価格

税別 税込 税別 税込

Siserプリント ColorprintPU + MATT インクジェット 500 × 25 ¥31,200 ¥34,320 ¥34,300 ¥37,730

Siserプリント ColorprintPU EXTRA SP  撥水グロス 500 × 25 ¥37,200 ¥40,920 ¥40,900 ¥44,990

Siserプリント ColorprintPU EXTRA SP Matt 撥水マット 500 × 25 ¥37,200 ¥40,920 ¥40,900 ¥44,990

Siserプリント SOFT PRINT COLOR MATT インクジェット 500 × 25 ¥31,500 ¥34,650 ¥31,500 ¥34,650

Siserプリント Sublithin Matt ポリエステル用/昇華防止 500 × 25 ¥37,200 ¥40,920 ¥40,900 ¥44,990

Siserプリント Sublithin Soft ポリエステル用/昇華防止 500 × 25 ¥39,900 ¥43,890 ¥45,800 ¥50,380

Siserプリント JETFLOCK SOLVENT フロックプリンタブル/フロッキー植毛 500 × 25 ¥41,500 ¥45,650 ¥47,700 ¥52,470

Siserプリント Siser Hi-5 ﾌﾟﾘﾝﾄ用 MATT 500 × 25 ¥30,900 ¥33,990 ¥35,500 ¥39,050

Siserプリント S-PRINT【New】 水性ベース 500 × 25 ¥31,200 ¥34,320 ¥34,300 ¥37,730

Siserプリント TTD EVOLUTION/EASY 耐熱アプリ透明 500 × 25 ¥13,800 ¥15,180 ¥14,400 ¥15,840

Siserプリント Siser Easy Subli A3サイズ（50枚入） ¥29,800 ¥32,780 ¥29,800 ¥32,780

Siserプリント Siser Application TTD SPECIAL耐熱アプリEasy Subli専用 500 × 25 ¥16,800 ¥18,480 ¥16,800 ¥18,480

Siserプリント Siser Hi-5 ﾌﾟﾘﾝﾄ用 MATT 750 × 25 ¥45,000 ¥49,500 ¥51,700 ¥56,870

Siserプリント Sublithin Matt 750 × 25 ¥53,000 ¥58,300 ¥60,900 ¥66,990

Siserプリント TTD EVOLUTION 750 × 25 ¥19,800 ¥21,780 ¥21,700 ¥23,870

Siserプリント Siser ロゴ入りウィーダー カス取り棒 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,400 ¥2,640

Siserプリント Siser ロゴ入りスキージ フェルト無し ¥550 ¥605 ¥600 ¥660



◇Siserプレス機 2023.2.20

区分 商品名 型番（タイプ） 仕様
現⾏標準価格 新標準価格

税別 税込 税別 税込

Siserプレス機 TS-ONE プレス機 380mm×500mmコテ ¥261,000 ¥287,100 ¥331,000 ¥364,100

Siserプレス機 TS-ONE 4点コテセット コテ

シューズヒール

180,000 ¥198,000 ¥210,000 ¥231,000
シューズサイド

キャップ

150×150コテ


