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クイックシートの会社ですクイックシートの会社ですクイックシートの会社です

SankoNews・掲示場に関するご意見・ご感想は
下記のHPアドレス・メールアドレスまでご連絡下さいませ。お待ちしております。
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≪お問い合わせ・ご注文は↓こちら≫

土曜日の商品出荷は第土曜日の商品出荷は第1・第・第3週のみになります週のみになります

知ってますか？ナンバー・文字の標準フォントについて知ってますか？ナンバー・文字の標準フォントについて

溶融タイプのカラーシート（デザインシート）について溶融タイプのカラーシート（デザインシート）について

当社のナンバー、文字シートに使用されている標準フォントは以下になります。
規格外品のシート製作において、特に指定が無ければ標準フォントで製作させて頂いております。
特定のフォントで製作希望の場合は、その旨をお申し出下さい。

溶融タイプでのカラーシート（デザインシート）につい
て溶融タイプでのカラーを使ったデザインシートの制作
では「重ね貼り」または「重ね合わせ」の方式にて出荷
していました。この方式では施工時に溶融すると重なっ
たシート部分が盛り上がり、クイックシートのメリット
である仕上がりの美しさを減少させ、施工時にカラー別
の部品を施工位置に並べる手間がありました。そこでシ
ートを寸法通りにカットし、貼付タイプ同様組込式にて
制作、溶融してみた所、盛り上がりもなく心配していた
隙間もなく施工性がUPする事がわかりました。今後の溶
融タイプのカラーデザインシートについては「組込式」
にて出荷させていただきます。

重ね合わせ

重ね貼り

組込式

当社をいつもご利用頂き誠に有難うございます。
この度、土曜日の出荷システムについてご案内させて頂きます。
商品の注文・出荷においては土曜日の場合、第1週目、第3週目、第5週目は受付できる体制となっております。
（内容によっては月曜日出荷になる場合もありますので、その都度お問合せください。）
第2週目・第4週目については基本的に休日になりますので、ご了承の程何卒宜しくお願い申し上げます。
但し、繁忙期における3月につきましては全土曜日通常の業務体制となります。

MY角ゴシックB MY丸ゴシックB HGゴシックE

文　字 ナンバー



皆様からの施工情報もお待ちしております！

※Ｈ１４年度統計より

※Ｈ１４年度統計より

今は不景気の時代、商品の品質を保ったままどれだけコストダウンできるか…
営業マンの方をはじめ皆様日々頑張っている事と思います。そこで当社からコ
ストは安く、品質はそのままに、1シートから2デザインできるお得なセット販
売はいかがですか？ぜひご参考、ご検討くださいませ！

お客様の声を実現しました！

とうとう出ました！文字タイプの仮ラインテープです。皆様のお声あっ
ての実現です。ラインテープでいちいち文字や図形を作る手間はもう不
要です！短期間のイベントでの区画標示にも最適ですよ！

文文 字シ－トサポート
ラ イ ン
サポート
ラ イ ン

材質・使用期間に
ついてはラインタ
イプと同様です。
サイズ価格などは
お問合せ下さい。

プライマー
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←文字・図形の作図をして、形にあわせてカ
　ットしていく…かなりの作業手間と時間が
　かかります。でも文字シートを使用すれば、
　作図線にあわせて簡単に施工できます。

規格文字の追加を行います！
NEWSNEWS

今回は

仮文字社内シートテスト施工仮文字社内シートテスト施工仮文字社内

H15年6月13日
　　施工

H15年8月28日
当社では皆様からご要望の多い文字型を規格品化し、よりお求め
やすい価格でご提供できるように日々努力しております。近々規
格品を追加し価格表をリニューアル致します。乞うご期待！！
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売れる！シートランキング！売れる！シートランキング！

ナンバー県別売上部門
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売れる！都道府県ランキング！売れる！都道府県ランキング！

今回の施工例は今回の施工例は
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文字部門

公園内で運行しているト
レインと来園者の衝突事
故が発生

公園管理事務所はトレイ
ンが走る領域と来園者が
歩行する領域をデザイン
標示で区画したい

ペンキよりシートを希望
だが、予算が折り合わず
再検討

１枚のシートからできる
２枚をセットにすること
で通常の２枚のシート価
格よりも７.５割価格で販
売可能、見積もり再提出

管理事務所の予算と折り
合いがつくが、視認性の
面で不安を指摘される

別の施工例写真で視認性
に問題が無いことを証明

管理事務所より採用連絡

型抜きを使用することで、通常の２
枚の価格よりも安くご提供できます。

県民公園

（サイズは全て含む）

福岡県
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自転車等放
置禁止区域
自転車等放
置禁止区域
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東京都
静岡県
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プライマー

工務課からのワンポイントアドバイス工務課からのワンポイントアドバイス工務課からのワンポイントアドバイス

シート施工の下地処理には欠かせないプライマー。このプライマーの使い方で、
施工後の仕上がり具合も違ってきます。施工後のクレームを防ぐ為にも、取引
の継続につなげる為にもプライマーのポイントを抑えておきましょう。

プライマー乾燥の目安！
プライマー下地処理の一番の基本は乾燥！どんな施工路面でもプライマー
塗布後、しっかり乾燥させることがポイントです。時間を測るよりも塗布
した路面に指先を付けてみてプライマーが付着しなければ乾燥ＯＫです。

コンクリート路面の場合、アスファルトで使う３倍位の塗布量が必要！
路面によって塗布量が違う！

老若男女、誰もが気軽に利用しているコンビ
ニ。どこの街でも見かける24時間ストア。今
回はこのコンビニの施工実例をご紹介いたし
ま～す！

施工場所：サンクス

シートの粘着性が低くなる冬場の施工では、プライマーを塗布する前に
路面をバーナーであらかじめあぶっておきます。シートの粘着性を高め
ると共にプライマーの乾燥も早めてくれます。
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冬場の施工ではバーナーで路面をあぶってから！
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視力障害者用の識別シール。
病院や公共施設、駅の階段
などに多く利用されています。
バリアフリーには欠かせない
シートです。

どこの地域でも自転車など
の放置には頭を悩ませてい
ますね…。あなたの地域は
どうですか？放置禁止の対
策は取ってますか？

けっこう売れてるのが標識
マーク！交通機関では欠かせ
ないデザインですね。

ナンバーにタック
  付けました！

NEWSNEWS

前回のアンケートでシートにタック
を付ける事について、回答にご協力頂
き誠にありがとうございました。皆様
の意見を踏まえ、施工時にシートをも
っと使いやすくする為に、貼付タイプ
のナンバーシート(150×300㎜型）に
タックを付けて、裏紙（離剥紙）を剥が
しやすくする工夫をしてみました。小
さいことですが、少しでも皆様のお役
に立てたら…そんなサンコーの願い
です。このタックについてお気付きの
点などございましたら、ご意見下さい。

道路工事の遅れに
　　罰金！？

NEWSNEWS

Ｈ１５年８月３日に国土交通省は、国
道の道路工事による交通渋滞を緩和
するため、工事期間が予定通りに終了
しなかった場合、工事事業者から罰金
を徴収する方針をＨ１６年から導入
する事を固めました。導入の目的は工
期の短縮を促し、渋滞緩和を図るため
です。ますます施工効率のレベルアッ
プが求められます。施工の質を落とさ
ず、いかに時間短縮を求めるか…文字
標示や標識マークなどを施工機です
るよりもクイックシートをバーナー
でサッとあぶって時間効率をＵＰし
てはどうですか？

罰金時間短縮

＊参考記事＊
http://newsflash.nifty.com/news/
      tk/tk__yomiuri_20030804i201.htm
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saport line
東京都がダントツ１位です
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デザインシートデザインシート ワンポイントアドバイス＆施工実例ワンポイントアドバイス＆施工実例DESIGN ONEPOINTADVICE&PHOTO

文字 図形

他店舗の駐車場と他店舗の駐車場と
区別するために…区別するために…

お店のオリジナル性もお店のオリジナル性も
演出できます演出できます

※Ｈ１５年度上期統計より

SANKO

なんでも
ランキング！

タック


