
8タイプ、18種類の特殊用紙の特⾧、
利用シーンなどをご紹介いたします。

QRコード読取専用アプ
リでご利用ください。
YouTubeに掲載してい
る動画が再生されます。

特殊用紙紹介動画
↓

印刷ソリューション（特殊用紙）ご紹介

東芝テックカラー複合機



特殊用紙ご紹介（全種）

特殊用紙は、8タイプ（18種類）あります。
これらさまざまな特殊用紙全てを、東芝テックカラー複合機１台で印刷することができます。

東芝テックカラー複合機

耐水紙

「エコクリスタルラベル」
「リポップ」

「エコクリスタル
マグネット」

「エコクリスタル 光沢」

LEDパネル用
フィルム

「オンデマンドクリアホルダー」
「ミルキーホルダースリム」

「プレコ」

ホルダーマグネットシート1 耐水紙 1 2 3耐水シール

磁性エコクリスタル

4

5

耐水・耐久用紙

反射をおさえたマットタイプです シールの粘着力を選べます 半透明のクリアホルダーと
紙製のホルダーです水や湿気に強く、

光沢感のある用紙です

「レーザークロス」

耐水クロス紙6
布風耐水クロス紙

布の風合いをもった耐水紙です

光を透過するシート

ＬＥＤパネルに入れて使用する
シートです

磁気でくっつくマグネットシートです

「エコクリスタル マット」

耐水・耐久用紙 PET素材/紙製ホルダー

「レーザイルミネ」

-① -②

耐水シール

「和紙ラベル」

和紙シール7
和紙の風合いのシール

白地の白漉き、金銀箔付の2
種類あります

「レーザープリンタ用撥
水紙」

撥水紙8
水をはじく用紙

水をはじき、油性ペンや
ボールペンで書き込みが可能。



１－① 耐水・耐久用紙 「エコクリスタル 光沢」

■高耐水・高耐久性の機能用紙
耐水性があるため、屋外や水気のある場所への掲示も可能です。

A4サイズに印刷

利用シーン

商品の特⾧サンプル写真 耐水紙1

1200mm×297mmに印刷

名刺サイズ（ A4/10面）に印刷 作成にかかる概算費用（紙代＋出力代)

-①

※両面印刷が可能です（自動両面印刷には対応しておりません）
※対応機種は、エコクリスタル（光沢）ラインアップをご参照下さい

名刺サイズから⾧尺までラインアップが
豊富なので、用途が多彩!

●耐水性があるので、ラミネートの代用に
●直接印字ができ、 ラミネート作成にかかる手間を短縮
●使用後は、燃えるごみとして廃棄可能

●名刺、ショップカードに（A4ミシン目10面を使用）
●店舗のPOPに
●社内の掲示物

エコクリスタル 1200㎜ 1枚 400円
エコクリスタル A3 1枚 140円
エコクリスタル A4 1枚 80円
エコクリスタル B4 1枚 120円
※出力代:1カウント20円で試算



１－② 耐水・耐久用紙 「エコクリスタル マット」

■高耐水・高耐久性の機能用紙
反射をおさえたマットタイプもご用意。利用方法のバリエーションが増えました。

利用シーン

商品の特⾧サンプル写真 耐水紙1

“マット”は、文字が多い説明資料（価格表や案内資料）に適しています。
“光沢”は、写真、画像が映え、POPなどの利用
（商品写真が入った掲示物やメニューなど）に好評です。

作成にかかる概算費用（紙代＋出力代)

-②

※両面印刷が可能です（自動両面印刷には対応しておりません） 。
※弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

用途に合わせて、選べるラインアップ

●耐水性があるので、ラミネートの代用に
●ラインアップの追加として、マットタイプを新たに用意
●サイズもA4,A3,1200mmと豊富なバリエーション

●対面での、説明資料
●照明器具の直下での掲示物
●セール案内、商品案内（⾧尺を使用）

エコクリスタルマット 1200㎜ 1枚 400円
エコクリスタルマット A3 1枚 140円
エコクリスタルマット A4 1枚 80円
※出力代:１カウント20円で試算



２．耐水シール ｢リポップ」（微粘着） 「エコクリスタルラベル」（中粘着/強粘着）

■粘着力は3種類、色は白／透明の耐水シール
リポップもはがし跡が残りませんが、粘着力は弱いので貼り剥がす用途や、短期の掲示物向きです。
エコクリスタルラベルの中粘着は、剥がし跡が残らず、中⾧期の掲示物向き。
エコクリスタルラベルの強粘着は、粘着力が強く製品シールやGHSラベルに最適。

利用シーン

商品の特⾧サンプル写真 耐水シール２

作成にかかる概算費用（紙代＋出力代)

※弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

粘着力が選べる耐水シール!

●耐水性があるので、屋外のガラスなどへの貼りつけも
●製品に貼りつけて利用することも可能
●用途にあわせて様々な種類が選べる

●営業時間案内
●社内掲示物
●GHSラベル

エコクリスタルラベル A3 1枚340円
A4 1枚170円

リポップ A4 1枚170円
※出力代:１カウント20円で試算

エコクリスタルラベル（強粘着／白）

エコクリスタルラベル（中粘着／白）

リポップ（透明）



３．マグネットシート 「エコクリスタルマグネット」

■直接印刷できるマグネットシート
反射をおさえ、文字の見やすいマットタイプの、両面に直接印刷できるマグネットシートです。

利用シーン

商品の特⾧サンプル写真（両面） マグネットシート３

作成にかかる概算費用（紙代＋出力代)

※両面印刷が可能です（自動両面印刷には対応しておりません) 。
※弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

簡単に印刷ができ、両面印刷も可能!

●マグネットシートに直接印刷
●両面印刷が可能
●自由な形にカットができる!

●工場内の注意喚起などに（感電注意、頭上注意）
●お店のOPEN／CLOSEの案内
●ホワイトボード用マグネット

エコクリスタルマグネット 1200mm 1枚920円（両面）
エコクリスタルマグネット A3 1枚380円（両面）
エコクリスタルマグネット A4 1枚200円（両面）
※出力代:１カウント20円で試算



４．ホルダー ３種類

■半透明のPET素材「オンデマンドクリアホルダー」
■乳白色のPET素材「ミルキーホルダースリム」
■コストパフォーマンスに優れた紙製のホルダー「プレコ」

利用シーン

商品の特⾧サンプル写真 ホルダー４

作成にかかる概算費用（紙代＋出力代)

※印刷できる面は片面になります。
※弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

お客様に合わせたオリジナルデザインで、
オンリーワン提案に活用!

●オリジナルデザインで作成できる
●１枚から作成できる
●用途に応じて2種類から選べる

●見積書、提案書、請求書の表紙として
●会社案内、イベント案内等のホルダーとして
●お客様へのノベルティーとして

オンデマンドクリアホルダー 1枚185円
ミルキーホルダースリム 1枚155円
プレコ 1枚 50円
※出力代:１カウント20円で試算

オンデマンドクリアホルダー
（白紙を入れた状態）

プレコ
（白紙を入れた状態）

乳白色
ミルキーホルダースリム



５．LEDパネル用フィルム 「レーザーイルミネ」

■LEDパネル用透過型フィルム
LEDパネルで光らせることにより、際立ったPOPを作成できます。

利用シーン

商品の特⾧サンプル写真 LEDパネル用フィルム５

作成にかかる概算費用（紙代＋出力代)

※別途、LEDパネルの購入が必要です。
※弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

●オリジナルデザインで作成できる
●パネル全体が光り、印象に残るサインを自前で作成可能
●目立つパネルをその場で作成できる

●店舗内の壁に吊るして、光るポスターとして
●レジカウンターに置けば、会計時に印象が残せる
●会社の受付に置いて、自社製品のPRに

レーザーイルミネ A3 1枚170円
A4 1枚110円

※ＬＥＤパネルは
A3用 約20,000円～、A4用 約15,000円～

※出力代:１カウント20円で試算

ＬＥＤパネルで光るから、とても目立って
宣伝効果バツグン!



６．布の風合い 「レーザークロス」

■布の風合いの耐水クロス紙
和風の雰囲気を醸し出せる特⾧のある用紙です。
耐水性もあるので、屋外や水気のある場所などいろいろなシーンでご利用いただけます。

利用シーン

商品の特⾧サンプル写真 耐水クロス６

作成にかかる概算費用（紙代＋出力代)

※弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

●布の風合いがあり、普通紙とは異なる雰囲気を出せます。
●耐水性もあるので、屋外などでの利用もできます。
●トナーの定着も良く、普通の利用では色も落ちにくいです。

●飲食店でメニューやランチョンマットで
●1200mmの用紙サイズを活かし、ノボリとして
●布の風合いを活かし、ゼッケンとして

レーザークロス 1200㎜ 1枚660円
レーザークロス A3 1枚260円
レーザークロス A4 1枚140円
※出力代:１カウント20円で試算布にも印刷できます!

用紙の材質を活かしたメニュー

ゼッケンとして
⾧尺を利用し目立つサインとして



７．和紙シール 「和紙ラベル」

■和紙の風合いのシール
和紙の素材感を活かしたシールです。文字を印刷するだけで和風の雰囲気に!

利用シーン

商品の特⾧サンプル写真 和紙シール７

作成にかかる概算費用（紙代＋出力代)

※弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

●日本風な商品のラベルや、POP、インバウンド消費の
盛り上げに!

●白地の「白漉き」と、白漉きに金銀箔を追加した「金銀箔」。
●粘着力はそれぞれ「中粘着」と「強粘着」をご用意。

●切って使えば1枚で多種類の商品ラベルに
●和紙素材なので、和に調和したPOPなどに
●強粘着ははがすことを目的としない利用に、中粘着は

跡が残らずキレイに貼りはがせます!

A4 1枚 160円
※出力代:１カウント20円で試算オリジナルシールが少数から作れる!

商品ラベルとして
（金銀箔／強粘着）

白漉き

金銀箔



８．撥水紙 「レーザープリンタ用撥水紙（100g/㎡）」

■水をはじく用紙
濡れても水をはじき、天候を気にせずに屋外で利用できる用紙です。

利用シーン

商品の特⾧サンプル写真 撥水紙８

作成にかかる概算費用（紙代＋出力代)

※弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

●撥水効果があるので、雨の日でも屋外で使用できます!
●両面印刷が可能!
●折ってもかさばらないので持ち歩きしやすい。

●雨の日でも使えるので、屋外で使用する図面などに
●普通紙よりコシがあるので、観光マップとして
●水を使う場所での利用に最適

撥水紙 A3 1枚 90円
撥水紙 A4 1枚 80円
※出力代:１カウント20円で試算

油性ペン、油性ボールペン、鉛筆
で書き込みができます。

水に濡らした状態



“働き方改革”を促進!

廃棄が面倒

失敗が多い作成に時間が
かかる...

頻繁に壊れる

ラミネーターの
準備や片付けが大変

機械の
保管が大変

【ラミネート】
（A4/500枚）

【エコクリスタル】

合計 12時間50分

35分のみ
（A4/500枚）

POPの作成時間を
短縮して残りの時間
を有効活用!

VS



特殊用紙一覧表

＊1 エコクリスタル（光沢）のラインアップは他にも多数あります。詳細は次ページをご覧ください。 ＊ 送料については、営業担当までお問い合わせください。

種類 商品名 色 用紙サイズ e5015AC
用紙種類

e7516AC
用紙種類

e5005AC
用紙種類

e7506AC
用紙種類

e5055C
用紙種類

1 耐水紙 エコクリスタル
（光沢） 白 名刺～⾧尺

（全19種） エコクリスタル ユーザタイプ１ 特殊紙１

2 耐水紙 エコクリスタル
（マットタイプ） 白 A4/A3/

1200×297mm エコクリスタルマット ユーザタイプ２ 特殊紙１

3 マグネットシート エコクリスタル
マグネット 白 A4/A3/

1200×297mm ホルダー・マグネット ユーザタイプ３ 特殊紙２

4 ホルダー オンデマンドクリア
ホルダー 半透明 312×220mm ホルダー・マグネット ユーザタイプ３ 特殊紙２

5 ホルダー ミルキーホルダースリム 乳白色 310×220mm ホルダー・マグ
ネット 対象外 ユーザタイプ３ 対象外 対象外

6 ホルダー プレコ 白 310×218mm クロス・紙ホルダー ユーザタイプ４ 厚紙２

7 布の風合いの耐
水クロス紙 レーザークロス 白 A4/A3/

1200×297mm クロス・紙ホルダー ユーザタイプ４ 特殊紙３

8 耐水シール エコクリスタルラベル
（中粘着/強粘着） 白／透明 A4/A3 ラベル・イルミネ エコクリスタルラ

ベル ユーザタイプ５ OHPフィルム

9 耐水シール リポップ 白／透明 A4 ラベル・イルミネ リポップ ユーザタイプ５ ユーザタイプ８ OHPフィルム

10 LEDパネル用
フィルム レーザーイルミネ 半透明 A4/A3 ラベル・イルミネ ユーザタイプ５ ユーザタイプ９ OHPフィルム

11 和紙ラベル 白すき 白すき A4 和紙ラベル ユーザタイプ６ 特殊紙２

12 和紙ラベル 金銀箔 金銀箔 A4 和紙ラベル ユーザタイプ６ 厚紙３

13 撥水紙 レーザープリンタ用
撥水紙（110g/㎡） 白 A4/A3 撥水紙 ユーザタイプ７ 厚紙１



エコクリスタル（光沢）用紙 ラインアップ

【エコクリスタルご利用上の注意】
●屋外など直射日光の当たる場所や砂ぼこりが舞う環境での掲示は、色落ちする場合があります。
●折り目のあるエコクリスタル用紙をご利用の場合は、折り目部分を4mm以上白地としてください。
●e-STUDIO2010AC,2000AC,2050Cでミシン目のエコクリスタル用紙をご利用の場合は、ミシン目から2mm以上を白地としてください。

http://www.toshibatec.co.jp/products/unique_paper/

特殊用紙の印字サンプルを差し上げております。詳しくは特殊用紙特設サイトをご覧ください。

エコクリスタル（光沢）は名刺サイズから⾧尺まで全19種類のラインアップがあり、様々な用途でご利用いただけます。

特殊用紙一覧表



Webサイトのご紹介
このアイコンが

目印!

「特殊用紙サイト」には、用紙ラインアップをはじめ、
POP作成に役立つコンテンツが多数掲載されています!

『無料サンプル』のご案内もありますので、是非ご覧ください。

クリック!
活用例/導入事例

業種別利用イメージ 業種別ラインアップ
【特殊用紙サイトTOPページ】

実際に使用されているお客様の声をご紹介。
様々な業種で使っていただいています。

「製造」「飲食・宿泊」「医療・福祉」など10業種について
の利用シーンをイラストでご紹介。

用紙タイプ別に特⾧、使用例などをご紹介!
エコクリスタル（⾧尺）とオンデマンドクリアホルダーは「印
刷ムービー」が見られます（YouTubeに掲載）。

YouTube に掲載の動画が見られます



WEBサイトのご紹介
フリーでダウンロードできるサンプルデータや活用ヒント集など、役立つ情報が満載です!

複合機を導入したその日から、いままで経験のなかった方でもＰＯＰやサインを作成いただけます。

サンプルダウンロード

業種ごとのサンプルを多数ご用意!
登録不要＆無料でダウンロードしてお使いいただけます。
データ形式は、パワーポイントですので、加工も自由にできます。

必要事項をご記入後、簡単なアンケートに
お答え頂いたお客様へ特殊用紙のサンプル

を差し上げています。

無料サンプル差し上げます!

製造 卸売・小売 飲食・宿泊

医療・福祉医療・福祉

教育・学習 不動産

運輸 一般オフィス

建築・建設

レジャー・観光

イベント

このアイコンが目印!

活用ヒント集

POPの効果的な作り方や、販促効果の高い店舗・オフィス
作りをプロの視点からアドバイスします。

是非お申込
みください!

ポップ鈴木のPOP作成塾

店頭・オフィス改善の法則

４回にわたって販促/視覚効果の高い
店頭・オフィスづくりをアドバイス!
特殊用紙を使って挑戦してみませんか。

効果的なPOPの作り方を6回にわたって
アドバイス!販促効果の高いPOPなど
をわかりやすく教えてくれます。

業種ごとのサンプルは次ページでも詳しくご紹介しています。

クリック!



製造 卸売・小売 飲食・宿泊 医療・福祉 教育・学習

不動産 レジャー・観光 運輸 一般オフィス イベント

WEBサイト サンプル紹介
WEBサイトに掲載しているサンプルの一部をご紹介。全てパワーポイントですので加工も自由です。

～登録不要、無料でダウンロードしてお使いいただけます～



特殊用紙の印刷方法
３ステップで簡単プリント! 通常のプリントとほぼ同じ手順で行えます。


