


7 ブライダル小物

9 スプレー式保護材

8 国産ラミフィルム＆ラミローラー

丸形＆ポーズ

赤 /丸形クリップ（5コ入）
赤 /ポーズベルト（2本入）

白 /丸形クリップ（5コ入）
白 /ポーズベルト（2本入）

各種 ￥3,500（税抜）

データ集

DVD着せ替え写真フォトデータ集

● エッジ30点
● ブラシマスク11点 

収録データの内容

●10種類の衣装をそれぞれ7角度、3体型（細・普・太）の210点と家紋を
　300種類収録しております。

収録データの内容
● メイキャップブラシ8種類
● ペイントブラシ11種類

● キャッチライトブラシ1種類
● シェイプ16種類186個

※アクション集も付属しておりますが、ご利用に関してはバージョンPhotoshop7.0
　もしくはPhotoshopCS1に限定されます。

●カメラマンに必要なブラシなどを収録

ブラシ・シェイプ素材集エッジ・ブラシマスク集

●リアルなエッジとブラシマスク

※掲載のバックスクリーンの色は実物とは多少異なる場合がございます。
　バックスクリーンは受注生産のため、納期はご確認ください。

●新商品の婚活・デザインバック
　スクリーンは婚活撮影に、
　証明バックスクリーンは
　証明撮影に最適。
　掛け軸式で持ち運びに便利！！

●婚活・デザインバックスクリーン （サイズ：1250mm ×1800mm　素材：ポリエステル）

●証明バックスクリーン （サイズ：1300mm ×1800mm　素材：キャンバス地）

バックスクリーン

婚活・デザインバックスクリーンセット
セット例：
S型スタンド本体+
婚活・デザインバックスクリーン C-2191

ブライダルクリップ

赤・白（各5コ入） 5×1.5cm

詩/白（3コ入）9.5×2cm 詩/赤（3コ入）9.5×2cm 恵 /赤（3コ入）7×2cm恵 /白（3コ入）7×2cm

DXハンディークリップ

各種 ￥3,300（税抜）

画像データ
サイズ1680×2240pixel
144pixel/inch
Photoshop形式/パーツ毎にレイヤーで保存

衣装画像データ
解像度
ファイル形式

花嫁おもり（2個入り）

1コ /400ｇ 7.5×4×2cm

￥4,200（税抜）

丸形クリップ

赤（10コ入）4×1.5cm白（10コ入）4×1.5cm

各種 ￥3,300（税抜）

ハンディークリップ

白（4コ入）5×1cm 赤（4コ入）5×1cm

各種 ￥1,200（税抜）

サイドクリップ

赤 /白リバーシブル（4コ入）6×1.5cm

￥3,300（税抜）

ポーズベルト

伸縮幅 6cm～最大11cm

各種 ￥3,800（税抜）

ハンディークリップ 大

さくら（2本入）10×2.1cm アクア（2本入）10×2.1cmはな（2本入）10×2.1cm

各種 ￥3,800（税抜）

￥46,000（税抜） ￥2,500（税抜）￥3,000（税抜）

衣装の形を美しく整える隠れたアイテム！

6 画像処理ソフト

5 撮影演出用品 写真の合成や演出が簡単にできます!

褪色防止紫外線防止 汚れ防止
写真がマット仕上がりに
なるだけでなく、汚れにくく、
紫外線に強く褪色しにくくなります。

キャンバス紙、マット紙の
表面保護に最適 !
仕上がりもマットな感じで綺麗 !

手軽に作業ができます。

上記は一例です。詳しくはホームページをご覧下さい。
http://www.ineed.co.jp/※全商品、一度のご注文金額税別 5万円以上で送料はサービス（離島は除く）

※離島は除く

シートタイプシートタイプ

サイズ(mm)

梱包枚数

325×470
50枚入

350×520
50枚入

240×280
100枚入

400×490
50枚入

485×600
50枚入

280×325
100枚入

325×325
100枚入

ラミフィルムは全て税抜価格、（　）内は単価です。品質の良い国産品がお買い得！品質の良い国産品がお買い得！

光 沢
NS-JO

PET 50ミクロン

エンボス
NS-J3

PVC 50ミクロン

微光沢
NS-J2

PET 25ミクロン

規格 A3用 A3ノビ用6切用 半切用 全紙用4切用 30cm角用

セミマット
NS-J6

MMA 50ミクロン

￥12,000（＠240）￥15,000（＠300）￥8,000（＠80） ￥15,000（＠300）￥24,000（＠480）￥11,000（＠110） ￥15,000（＠150）

￥10,000（＠100）￥7,000（＠70）

￥16,000（＠160）￥12,000（＠120）

￥16,500（＠330）￥18,000（＠360）￥20,000（＠400）￥30,000（＠600）￥17,000（＠170） ￥19,000（＠190）￥13,000（＠130）

ロールタイプ

ラミローラー

￥180,000（税抜） 
ラミローラー L-45

※ラミローラーは受注生産の為、
　納期はご確認ください。

● ローラー幅 ： 45cm　 ● 重量 ： 12kg
● 対応フィルムサイズ ： 半切用以下

仕 様

・ 熱 ・ 電気を使用しないコールドタイプ（片面のみ）。
・ 写真の表面保護、表面加工として色々な面質を選べます。
・ ラミローラーを使用すれば誰にでも簡単に加工出来ます。

・ロールフィルム専用の機械（コールド
タイプ用）が必要となります。
 弊社では取り扱いがございません。
・必要な分だけカットしてシートタイプと
しても使用できます。

・ロールフィルム専用の機械を使用の際
に必要なアイテムです。

光 沢 NS-JO

アンダーフィルム

面　質

品　名

材質・厚み

PET 50ミクロン

材質・厚み

OPP 30ミクロン

価格（税抜）

価格（税抜）

￥19,000

￥30,000

￥24,000

￥50,000

￥6,400

サイズ

サイズ

325mm×50m

微 光 沢 NS-J2 PET 25ミクロン325mm×100m

光 沢 NS-J7 PET 25ミクロン325mm×100m

セミマット NS-J6 MMA 50ミクロン325mm×100m

350mm×400m

※写真はイメージです。

多彩な面質をご用意! サンプル製品をご用意しております。お問い合わせください。

写真の合成や演出が簡単にできます!

各種 ￥4,200（税抜）

新発売！！

NNグレー・無地 NNブルー・無地

婚活・デザインバックスクリーンセット
内容：S型スタンド本体＋デザインバックスクリーン1本

￥60,000（税抜）

商品No. 40742

商品No. 3194

商品No. 40215

白（3本入）商品No. 4015 商品No. 4006

商品No. 4012

商品No. 4004 商品No. 4005 商品No. 4021
商品No. 4010 商品No. 4011

商品No. 4008 商品No. 4009 商品No. 4018 商品No. 4019商品No. 4013 商品No. 4014

商品No. 4007 商品No. 4003赤（3本入）商品No. 4016

白（10コ入） 5×1.5cm
商品No. 40216

赤（10コ入） 5×1.5cm
商品No. 40217

商品No. 3195 商品No. 3196

商品No. 6000

商品No. 6992

商品No. 6998

商品No. 6995

商品No. 6990

商品No. 6994

商品No. 6706商品No. 6705商品No. 6704商品No. 6703

商品No. 6923商品No. 6913

商品No. 6126商品No. 6116

商品No. 6120商品No. 6110

サイズ(mm)

梱包枚数

超光沢
NS-J8

PET 188ミクロン

規格

240×280
50枚入

6切用
280×325
50枚入

4切用

￥11,500（＠230） ￥16,500（＠330）
商品No. 6791商品No. 6790

商品No. 6140商品No. 6130 商品No. 6970 商品No. 6170商品No. 6980

商品No. 6702商品No. 6701商品No. 6700

証明バックスクリーンセット
（無地タイプ）
内容：S型スタンド本体＋
　　　バックスクリーン（無地）1本

￥63,500（税抜）

商品No. 40737
証明バックスクリーン
（無地タイプ）単品

￥33,500（税抜）

商品No. 40727

婚活・デザインバックスクリーン 単品

￥30,000（税抜）

商品No. 40743

MH-019 MH-084 D-8957 C-2191

フォトプロテクトスプレー
半光沢 NPS-01
容量：420ml
使用量の目安：全紙8枚

潤いのある
マットな仕上がり

半光沢
NPS-01 ￥3,000（税抜）

落ち着いた
ディープマットな仕上がり

フォトプロテクトスプレー
無光沢 NPS-05
容量：420ml
使用量の目安：全紙8枚

無光沢
NPS-05 ￥3,000（税抜）

商品No. 6996 商品No. 6997

●アクリルのような透明感
●ガラスのような平滑性
●紫外線を99％カット

特　長

新発売！！
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