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その輝きが、ビジュアルの可能性を引き出す。

Drawing out visual possibilities with dazzling luminescence.

March 2023

YUPO Metallized 
WMF 120メタリックユポ



YUPO Metallized WMF 120メタリックユポ

Characteristics

636mm×939mm

788mm×1,091mm

■別注について̶̶常備品は銀艶品です。常備品以外の寸法及び巻き取りにつきましては、別途お問い合わせください。
■By order for another size.

Printability

常備在庫
Stock

物性表
（測定値代表例）

特徴

印刷性

General physical 
properties 
of WMF 120.
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表面印刷データ

＋

厚さ

坪量

不透明度

光沢度

引張強さ

引張伸び

剛さ（クラーク）

表面固有抵抗

106.3

100

100＜／16

8

18

105

23

68

107

123

1×1013<

kN／m

%

µm

g／㎡

%

%

Ω

S値

Top side print data

ユポの片面を金属調光沢に加工。
機能性、デザイン性が高く、ポスターカレンダーに最適です。
オフセット印刷、各種印刷が基本的には可能です。
Combines the strength and durability of YUPO with the aesthetics of a metallised paper.
Printable via Offset and other various printing methods is basically possible.

Attention-getting 
Metalized Grade

Please take same care as printing on General YUPO FPG. When Offset printing, please use inks for 
Aluminum foil or inks for YUPO. UV offset printing is suitable depending on the conditions. 
(Only the metallic side can be printed with low power UV light.)

印象に残るメタリック調

ユポイッパン（FPG）の印刷と同様の注意をお願いします。
オフセット印刷については、アルミフォイル用インキまたはユポ用インキを使用してください。
UVオフセット印刷については、条件により適性があります。（メタリック面のみ、低出力UV印刷推奨）

The full coverage printing may cause heets to curl.

全面ベタ印刷ではカールする場合がございますので、ご注意ください。

Metallic side does not have anti-static treatment, so extra care should be taken to prevent troubles associated with the build-up 
of static electricity.

メタリック面は静電気防止の処理がありませんので、静電気トラブルには十分注意してください。

Printing on YUPO side or double sides are not recommended. However, if there are needs to perform these kinds 
of printing, please be sure to perform test printing before hand.

ユポ面の印刷及び両面印刷はおすすめしていません。やむを得ず印刷をする場合には、必ず事前にテストを行ってください。
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Metallic sideメタリック面

1×1012>YUPO sideユポ面

Calliper

Basis weight

Opacity

Gloss

Tensil strength

Elongation

Stiffness (clark)

Surface Resistivity

Sheets平判 100枚／包 100 Sheets／Pack

100枚／包 100 Sheets／Pack

6-colors（W＋CMYK＋Matt OP）
Offset Printing
Press: KOMORI／LITHRONE
Number of Lines: 175 lines
Press Speed: 6,000Sheet／hr.

6色（W＋CMYK＋マットOP）
油性オフセット印刷
印刷機：コモリ／リスロン
線数：175線
印刷スピード：6,000枚／時

マットOPニス
Matt OP varnish

4色＋マットOPニスホワイト
4-Colors＋Matt OP varnishWhite1 2
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