壁面装飾
壁紙 SE VEGAシリーズ

床装飾（カーペット）

壁面装飾

・グラフィック
プリントカーペット

・ＤＳ吸着シリーズ
・パンチフィルム

・パンチフィルム

床装飾

卓上装飾

オリジナルマット

オリジナルマット

床装飾（タイルカーペット）
デザインプリントタイル

業種を問わずさまざまな店舗・場所での活用実績があります。

べる
素材

カンタン
設 置

フルカラープリントで、フロア装飾を実現。
置くだけなので、設置・移動・撤去に手間がかかりません。
四角形だけでなく、円形、デザイン輪郭カットなども対応。

シールのように貼る必要はなく置くだけ、お客様ご自身で設置できます！！

さまざまなシーンを演出するオリジナルマット
製品名：ＤＳコンビマット

表現力比較

製品名：ＡＣマット

絵画のような
独特の質感

幅広い表現力

表面フィルムにより、汚れても布などで
拭くことが可能です。

表面フィルムにより、汚れても布などで
拭くことが可能です。

素材収縮による製品反り上がり防止など
材料を厳選しております。

破れにくい専用のフィルムを使用し、
専用のリキッドラミにて印刷面を保護。

製品名：グラフィックマット

ツヤなし、
落ち着いた
仕上がり。

製品名：グラフィックマットＳＥ

カーペットなのに、複雑な絵柄・写真も
思いのまま。今までにない空間を演出で
きます。
等級：

洗えます！！

防塵効果・防音性・水洗い可能。

等級：

ポイント
・1枚から製作
・簡単設置！どなたでも設置可能
・裏面ゴム付きでズレにくい
・デザインをフチまでプリント
玄関マットのように周囲ゴム耳が付く
タイプではありません。

製品名

ＤＳコンビマット

製品名

グラフィックマット
素材

素材

製品名

ＡＣマット
素材

表面：ポリエステル100％

表面：PVC＋PETフィルム

裏面：合成ゴム

裏面：合成ゴム

裏面：合成ゴム

サイズ

グラフィックマットＳＥ
素材

表面：PPフィルム／PVCフィルム

サイズ

水洗い・洗剤OK！！

布地タイプで、フィルムタイプに比べ
凹みや破れなどを気にせず、重量物の
展示も可能です。屋内外使用可能。

フィルムタイプに比べ収納(保管)が容易。

製品名

縦糸と横糸の
コンビネーション
糸目が特徴

サイズ

表面：ポリエステル100％
裏面：合成ゴム
サイズ

製品最大幅：1150mm

製品最大幅：1150mm

製品最大幅：900mm

製品最大幅：1150mm

総

厚：約1.5mm

総

厚：約3.5mm

総

厚：約1.5mm

総

厚：約1.8mm

重

量：約1.5kg／㎡

重

量：約 2 kg／㎡

重

量：約1.7kg／㎡

重

量：約1.9kg／㎡

※机の上でご使用の場合は、布地の光沢タイプもございます。

展示物・壁面などの造作と併せて、自由に、よりデザイン性が高い、空間へ一新。
各種プリントを施し、来場者により近い位置からの訴求効果を実現します。

等級：

素材

等級：

素材

サイズ

素材

サイズ

表面：ポリエステル100％

製品最大幅：1800mm

表面：PVC＋PET

製品最大幅：900mm

裏面：樹脂（ＳＢＲ）

総

厚：約3mm

裏面：特殊強粘着剤

総

厚：約0.3mm

重

量：約0.8kg／㎡

重

量：約0.4kg／㎡

サイズ

表面：ポリエステル100％
（ループパイル）

製品サイズ：50cm×50cm

裏面：特殊バッキング

総

厚：約5.5mm

重

量：約5kg／㎡

展示会などで一般に広く使われている床材パンチカーペット。

パンチカーペットに貼れる装飾専用のプリントフィルムへ

タイルカーペットを組み合わせ、空間を自由にアレンジ。

高発色の昇華転写専用のパンチカーペットへ印刷、仕上げます。

プリントを施します。

写真のような表現もプリント可能で、華やかに演出します。

グラデーションや写真、小さな文字もシャープに印刷。

密着性に優れた特に強い粘着剤を使用しており、カーペット

鮮やかな発色で目を引く、ハイレベルな印刷品質。

に貼ることができます。

限られた色の中から製作する必要はなく、自由に表現。

直接繊維を染めており、インクが取れることはありません。

微細な色・線が手軽に表現でき、布目調の独特の風合いで、

ゴワつかず、色移りもなし。

破れにくいシートになっております。

色合わせ加工にも対応（色見本帳／DIC・PANTONE）
一般的なタイルカーペットと同サイズで、劣らぬ品質・性能。
取り替えも簡単で、施工性・メンテナンスに優れる。

屋内外、多くのお客様が行き交うイベント会場などでも
長時間ご使用いただけます。エレベーター内でも使用可能。

まるで湿布のような吸着面で、カンタンに貼って剥がせるシートです。
平滑な面だけでなく、多少凹凸のある面でも貼る事ができる吸着力。
店舗での商品告知やキャンペーンなど訴求力UPに最適なシートです。
基本的には屋内短期仕様ですが、屋外でも使用可能。
糊ではないので、貼り直しが可能で、タイプは2種類をご用意。

ＤＳ吸着ターポリンプリント

ＤＳ吸着合成紙プリント

特長

特長

適度に厚みがあり、簡単に貼る事が出来
る発泡吸着シートです。

フロア用・ホワイトボード用・グロス・
マットなど用途に合わせたラミネート
加工が可能な発泡吸着シートです。

表面コーティング加工により、発色・
ツヤ・耐候性・耐水性を向上。

変形加工にも対応します。

素材

薄手

厚手

変形加工にも対応します。
サイズ

表面：ポリエステル＋PVC

製品最大幅：1200mm

裏面：水性アクリル系発泡

総

厚：約0.5mm

重

量：約0.6kg／㎡

素材

サイズ

表面：ポリエステル＋PET

製品最大幅：1000mm

裏面：水性アクリル系発泡

総

厚：約0.3mm

重

量：約0.3kg／㎡

一般的な印刷壁紙とは違い、全面プリントした状態でも
抗 菌 機 能 、 消 臭 機 能 を 発揮！ 国土交通省認可
製品名：SE VEGAシリーズ
素材
イメージ

等級：

サイズ

表面：PVC

製品最大幅：900mm

裏面：耐水紙

総

厚：約0.3mm

重

量：約0.3kg／㎡

漆

喰

フラット

Jr キャンバス

データ作成時のご注意点
＊データを作成するアプリケーションは基本的に Adobe Illustrator・Adobe photoshop と
させて頂きます。

製品納入までの流 れ

＊保存形式：イラストレーターＣＳ５迄で保存、カラーモードは、
ＣＭＹＫにてお願い致します。

ご提案・御見積

＊特色のご指定は、スタッフへご相談ください。

ＲＧＢにてご入稿頂いた場合、弊社にてＣＭＹＫデータに変換致します。
その際、若干色が変化しますが予めご了承ください。

まずはご相談ください。
豊富な知識と経験を生かし、ご使用条件等に合った製品のご提案を
させて頂きます。

＊仕上がり線まで画像・背景色などある場合は、塗り足し（拡大・延ばし）をつけて下さい。
カット時の若干のズレにより素材の地色がでるのを防ぐためです。
＊確認用データとして、
ＰＤＦデータ又はＪＰＧデータを添付ください。
＊昇華転写プリントの場合、支給データ色と転写時の色に違いが生じる可能性があります。

ご注文

FAX

規定の注文用紙はありません。

＊出力サイズに関して、若干の誤差生じる場合があります。

ご注文内容・納品先などをご記入の上、ＦＡＸにてご注文ください。

＊制作過程において、微小なズレや歪みが生じる場合があります。

＊誤送防止の為、ＦＡＸにてお願いしております。

＊角丸加工にも対応致します（角 R 機対応・ジグ対応）
。
対応の大きさについてはお問い合わせください

データ入稿

アウトライン化された完全データにて、ご入稿をお願い致します。

注

入稿方法は、ＣＤ、E-mail のいずれかにてお願い致します。

色校正・製作

当社及び提携工場にて、ご要望に応じた素材にて製作致します。
色校正を行なう場合、ご確認頂いた後、本製作となります。
納期は、サイズ・数量などにより違いますので、打ち合わせ時に

意

＊ご使用環境により、製品の十分な性能を満たさない恐れがあります。

取得認定表示について
防炎認定

ご確認ください。短納期にも出来る限りご対応させて頂きます。

消防法で規定され、カーテンやカーペットなど建物完成後に設置される
ものに適用されます。
製造メーカー・提携工場のご協力の下、印刷後のプリント製品にて
防炎物品の認定を取得しております。

梱包・発送

ご指定の場所へ納品いたします。（全国個別発送も対応可能です。）
ご希望により取扱説明書などの作成・同梱も致しております。
お客様のお名前を送り主し、直送も対応可能です。
ご注文時お申し付けください。

防炎ラベルが必要な場合、ご注文時お申し付けください。

防火認定

建築基準法で規定され、壁や天井など建物の一部となって
「移動不可能な箇所の建材や仕上げ材」に適用されます。

ホルムアルデヒド対策品
Ｆはホルムアルデヒドの頭文字を表し、

納

品

検品後、梱包にも配慮し、発送しておりますが、お手元に届きまし
たら、直ちに商品のご確認をお願いします。

星の数（★★～★★★★）は、ホルムアルデヒドの発散量を等級に応じて表します。
等級Ｆ★★★★は、告示で定める建築材料の中で最も発散量の少ない、安全基準を満たす
上位グレード製品であることを示します。
製造メーカーのご協力の下、印刷後のプリント製品で認定取得しております。

製品詳細資料の提供

ご要望に応じて、内容を確認しご連絡させて頂きます。

株式会社 シード
マット

シード

検索

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町 1 丁目 4－8
TEL

03-6807-2681

Brocade Bld．8F

FAX 03-6807-2682

SEED HP

№Ｓ02ＳＰ01-Ａ03R
※当カタログに記載された仕様・デザインは、製品改良の為予告無しに変更することがございます。

※当カタログに記載された数値はあくまでも目安であり保証するものではありません。

※記載内容は、2019 年 3 月現在のものです。

