
世界初 抗菌・抗ウィルス水性ニス
Lock3のご紹介



ドイツのTriOptotec社が開発したDyphoxは光増感剤フェナレン-
1-1等をカチオン性またはアニオン性のポリマーに含ませ、紙や
フィルム、プラスチェック表面に塗布し可視光、UV光、赤外光
を受ける事で一重項酸素が発生し微生物、細菌の脂質、たんぱ
く質を酸化させ、除菌させます

特許番号　EP33757741-A　JP2020-514523 A

Dyphoxは光触媒の一重項酸素による抗菌・抗ウィルス効果です



ドイツのレーゲンスブルグ病院で9か月間Dyhoxのテストが行われ
1300の事例があり抗菌・抗ウィルスに有効であり、その結果は人病
原体の平均減少率は最大 4.0 ± 0.3 LOG10であった事がドイツの国立
バイオテクノロジ情報センタから発表されています
日本における抗菌テストJIS2801方式で高温高湿のシャーレの中での
1回ないし数回の大腸菌、黄色ブドウ球菌の減少テストとは大きく
違います

Dyphox光触媒は本当に効果あるの？



ドイツのニスメーカVarcotec社がDyphoxの技術を元に製造した
水性抗菌分散ニスです。2018年に製品が完成し販売しています
Varcotec社は30年間ドイツでニスを開発するメーカーです
ドイツ、オーストリア、ハンガリーに3工場、従業員は100名です

Lock3とは



１　世界初の抗菌・抗ウィルス効果
２　乾燥した表面でも室内光、温度0～45℃で抗菌効果
３　光の照射で効果は1年　3年持続
４　ドイツ食品接触認証（ISEGA)取得
５　ニスは高透明、素早い乾燥性
　　耐光性、耐摩擦性を有する
６　箔押しなどの後加工性有する
７　印刷用紙はコート、マットコート推奨
　　フィルムPET、PP、Yupo適正有り

Lock3の特徴



黄色ブドウ菌、胚芽の99.99％を減少させた
JIS2801に準拠して抗菌の効果有り
テスト方法が通常と違うのは乾燥した表面での
抗菌効果が明らかにテストコーティングされた
光触媒効果によるものです
2020年5月15日認証

ISO 22196証明書



ISO222196 の標準テスト（湿った状態、高温での
テスト）とは異なり乾燥した状態、室温、室内
光でのテストでコーティングLOCK3は光触媒で
抗菌効果が有る事を証明する

2020年5月27日
微生物博士　Anja Eichner

微生物学者のテスト結果証明書



認 証 説 明

A  ISO21702（抗ウィルス）はDyphoxの技術で取得

B  エンベロープウィルス（SARS-CoV-2も含む）の代表として、

　インフルエンザAウィルス（テスト株H1N1）に対して

　 99.98%以上の感染性粒子の減少が証明されました

C  10月予定コロナウィルス科に対するLock3のテスト結果発表予定
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Lock3動作イメージ
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一重項酸素が発生
ウィルス・細菌を死滅させます
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製品タイプ
水性抗菌食品グロスニス   VGFL 510 – 40  20㎏　¥110,000（税別）
水性抗菌食品マットニス   VMFL 513 – 40  20㎏　¥114,000（税別）
水性抗菌食品グロスグラビア・フレキソ用ニス
　　　　　　　　　　　   VFFGL 40 - 20   20㎏　¥116,000（税別） 

対　　　応
カット紙：印刷機インラインコータ、オフラインコータ
　　　　　紙はコート、マットコート、コートボール対応
　　　　　フィルムはPET、PP、合成紙対応
ロール紙：グラビア、フレキソ印刷機
　　　　　PET、PP等の軟包装材



抗菌物質の効果比較
環境/抗菌成分 Lock3 銀/銅/亜鉛 酸化チタン UV-C 

（有害紫外線） 殺生物剤

乾燥状態での効果 ◯ × × ◯ ×

濡れた状態での効果 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

耐性の発達なし（１） ◯ × ◯ ◯ ×

可視光で活性化する ◯ ー × × ー

UV光で活性化する ◯ ー ◯ ◯ ー

ナノ粒子
化学物質放出なし ◯ × × ◯ ×

（１）耐性の発達とはウィルスが抗菌耐性を持ち、効き目がなくなる事をいう



Lock3使用事例

通販カタログ、
フェイスシールド、
マットの使用例

ロゴ入りで安心・
安全を高めています



専⽤仕上げの名刺

ワニスとエンボス加⼯が視覚的なアクセントになり、⼿触りが⼼地よいです。

⾼品質のエンボス加⼯または印刷ニス
⽚⾯または両⾯に4⾊で印刷可能
部分的なUVニスとレリーフニスを使⽤すると、1つの印刷ジョブ（セット）で複数のモチーフを使⽤で
きます。
オプション︓抗菌効果のある両⾯分散ニス
50枚から

その他の仕上げについてはこちらをご覧ください︓ 専⽤素材で作られた名刺

商品 サンプルサンプルボックス名刺はこちら

7.オプションを選択

印刷製品を拡張する

オプションをリセット

本体価格
€15.08
気候中⽴気圧

 補償⾦なし

 CO2補償⽀払い
+正味€0.01 | 総€0.01

製品の製造中-1 kg-CO 
2が
放出されます。補償⾦でこれを中和することができます。

データチェック

 基本データチェック+正味€0.00 総0.00€ サービスの説明

 プロフェッショナルデータチェック+正味€5.00 | 総額5.80€ サービスの説明
デジタルプルーフ

 番号

 はい
+正味€25.00 | 総額€29.00

製品の指定された納期は、デジタルプルーフが書⾯で承認された後にのみ適⽤されます。デジタルプルーフの納期
は、⽉曜⽇から⾦曜⽇までの関連データを含めて遅くとも午前10時までに注⽂を受け取った場合、約1〜2営業⽇で
す。詳細については、FAQをご覧ください。

⾓を丸める

 番号

 はい
+正味4.80ユーロ| 総額€5.57

すべての製品のコーナー半径は7 mmです。

配送先住所と標本のコピーの選択

 1つの配送先住所（配送料込み）

 2つの配送先住所
+正味€10.00 総額€11.60

 3つの配送先住所
+正味€17.00 | 総額€19.72

 4つの配送先住所
+正味€23.00 | 総額€26.68

 5つの配送先住所
+ネット€29.00 | 総額€33.64

 6つの配送先住所
+ネット€36.00 | 総額€41.76

 7つの配送先住所
+正味€42.00 | 総額€48.72

 8つの配送先住所
+正味€49.00 | 総額€56.84

 9配送先
+正味€55.00 | 総額€63.80

 10配送先
+正味€61.00 | 総額€70.76

商品価格
€15.08
ネット
€15.08
VAT（16％） 
€2.41
合計
€17.49

あなたの製品

専⽤仕上げの名刺

仕上げ
両⾯に抗菌分散ニス 詳細︓ウイルス、
バクテリア、細菌を99.99％まで削減
し、少なくとも1年間
は抗菌効果が光と酸素によって活性化
されます

フォーマット
横⻑フォーマット（8.5 x 5.5 cm）

素材
300 gアートプリントマット

彩り
4/4⾊

モチーフ数
1モチーフ

量︓
モチーフごとに100個

納期︓
デフォルト

製品番号︓
15831875

ダウンロード可能な印刷テンプレート

Würzburg, 18.07.2020

Ihr Angebot*

Guten Tag,

Wunschprodukt gefunden? Perfekt. Sie wollen noch eine Nacht darüber schlafen? Auch gut. In jedem Fall haben wir hier ein unverbindliches Angebot für Sie:

専⽤仕上げの名刺を注⽂する

専⽤仕上げの名刺

ワニスとエンボス加⼯が視覚的なアクセントになり、⼿触りが⼼地よいです。

⾼品質のエンボス加⼯または印刷ニス
⽚⾯または両⾯に4⾊で印刷可能
部分的なUVニスとレリーフニスを使⽤すると、1つの印刷ジョブ（セット）で複数のモチーフを使⽤で
きます。
オプション︓抗菌効果のある両⾯分散ニス
50枚から

その他の仕上げについてはこちらをご覧ください︓ 専⽤素材で作られた名刺

商品 サンプルサンプルボックス名刺はこちら

7.オプションを選択

印刷製品を拡張する

オプションをリセット

本体価格
€15.08
気候中⽴気圧

 補償⾦なし

 CO2補償⽀払い
+正味€0.01 | 総€0.01

製品の製造中-1 kg-CO 
2が
放出されます。補償⾦でこれを中和することができます。

データチェック

 基本データチェック+正味€0.00 総0.00€ サービスの説明

 プロフェッショナルデータチェック+正味€5.00 | 総額5.80€ サービスの説明
デジタルプルーフ

 番号

 はい
+正味€25.00 | 総額€29.00

製品の指定された納期は、デジタルプルーフが書⾯で承認された後にのみ適⽤されます。デジタルプルーフの納期
は、⽉曜⽇から⾦曜⽇までの関連データを含めて遅くとも午前10時までに注⽂を受け取った場合、約1〜2営業⽇で
す。詳細については、FAQをご覧ください。

⾓を丸める

 番号

 はい
+正味4.80ユーロ| 総額€5.57

すべての製品のコーナー半径は7 mmです。

配送先住所と標本のコピーの選択

 1つの配送先住所（配送料込み）

 2つの配送先住所
+正味€10.00 総額€11.60

 3つの配送先住所
+正味€17.00 | 総額€19.72

 4つの配送先住所
+正味€23.00 | 総額€26.68

 5つの配送先住所
+ネット€29.00 | 総額€33.64

 6つの配送先住所
+ネット€36.00 | 総額€41.76

 7つの配送先住所
+正味€42.00 | 総額€48.72

 8つの配送先住所
+正味€49.00 | 総額€56.84

 9配送先
+正味€55.00 | 総額€63.80

 10配送先
+正味€61.00 | 総額€70.76

商品価格
€15.08
ネット
€15.08
VAT（16％） 
€2.41
合計
€17.49

あなたの製品

専⽤仕上げの名刺

仕上げ
両⾯に抗菌分散ニス 詳細︓ウイルス、
バクテリア、細菌を99.99％まで削減
し、少なくとも1年間
は抗菌効果が光と酸素によって活性化
されます

フォーマット
横⻑フォーマット（8.5 x 5.5 cm）

素材
300 gアートプリントマット

彩り
4/4⾊

モチーフ数
1モチーフ

量︓
モチーフごとに100個

納期︓
デフォルト

製品番号︓
15831875

ダウンロード可能な印刷テンプレート

Würzburg, 18.07.2020

Ihr Angebot*

Guten Tag,

Wunschprodukt gefunden? Perfekt. Sie wollen noch eine Nacht darüber schlafen? Auch gut. In jedem Fall haben wir hier ein unverbindliches Angebot für Sie:

専⽤仕上げの名刺を注⽂する

ユーロ印刷通販事例　FLYERALARM社



リーフレット、侵⼊折り

あなたの広告のための古典的な4ページ。ここで会社と製品を情報シートまたはブロードキャストとして提⽰して
ください。

クローズドエンド形式︓DIN A7からA4、正⽅形からXLまで
利⽤可能な専⽤紙タイプ
絞り込みが可能
オプション︓抗菌効果のある両⾯分散ニス
10個から
PEFC™認証の構成に応じて

完成した印刷ファイルはありませんか︖オンラインで製品を設計するだけです。

オンラインでチラシをデザインする

さまざまな仕上げと限定素材をご覧ください。

チラシの商品サンプル⾒本セットはこちら

9.オプションを選択します

印刷製品を拡張する

オプションをリセット

本体価格
€76.02
気候中⽴気圧

 補償⾦なし

 CO2補償⽀払い
+正味€0.53 | 総€0.61

-70 kg-製品の製造中にCO 
2が
放出されます。補償⾦でこれを中和することができます。

データチェック

 基本データチェック+正味€0.00 総0.00€ サービスの説明

 専⾨家によるデータチェック+正味€10.00 総11.60€ サービスの説明
TIP Book ソーシャルメディア広告

 番号

 5,000⼈を表⽰
+ネット€39.00 | 総額€45.24

 15,000⼈が表⽰
+正味€89.00 | 総額€103.24

 25,000⼈がショー
+正味€145.00 | 総額€168.20

プリントランを増やします。FacebookとInstagramのオンライン広告-⾃分のアカウントなしで、事前の知識なし。
ターゲットグループに広告をローカルに効果的に表⽰します。

デジタルプルーフ

 番号

 はい
+正味€25.00 | 総額€29.00

製品の指定された納期は、デジタルプルーフが書⾯で承認された後にのみ適⽤されます。デジタルプルーフの納期
は、⽉曜⽇から⾦曜⽇までの関連データを含めて遅くとも午前10時までに注⽂を受け取った場合、約1〜2営業⽇で
す。詳細については、FAQをご覧ください。

取り外しのために戻る

 番号

 はい
+正味€24.00 | 総額€27.84

ミシン⽬は折り⽬の端で直接実⾏されます

バンドリング

 番号

 はい25個まで
+正味€15.00 | 総額€17.40

 はい50個まで
+正味€10.00 総額€11.60

 はい100個
+正味€10.00 総額€11.60
NEW スクリーンペーパー（デジタルプリント品）

 番号

 スクリーンペーパーを作成する
+正味€9.95 | 総額€11.54

3Dのオンラインバージョンとしてのチラシまたはリーフレット。あなたのウェブサイトに統合するため、または郵
送として。オンラインで印刷製品を提⽰-⾮常にシンプルでプロフェッショナル。

あなたの製品

リーフレット、侵⼊折り

実⾏
ポートレート形式

クローズドエンド形式
A4（21 x 29.7 cm）

折り⽬/溝の配置
⻑い側⾯

材料の種類
きらびやかな

素材
135 gの光沢のあるPEFC™アートプリ
ント 詳細︓70％PEFC 
DC-COC-001015

仕上げ
仕上げなし

彩り
4/4⾊

量︓
1,000個

納期︓
デフォルト

製品番号︓
13218523

Würzburg, 18.07.2020

Ihr Angebot*

Guten Tag,

Wunschprodukt gefunden? Perfekt. Sie wollen noch eine Nacht darüber schlafen? Auch gut. In jedem Fall haben wir hier ein unverbindliches Angebot für Sie:

チラシの注⽂、侵⼊の折りたたみ

リーフレット、侵⼊折り

あなたの広告のための古典的な4ページ。ここで会社と製品を情報シートまたはブロードキャストとして提⽰して
ください。

クローズドエンド形式︓DIN A7からA4、正⽅形からXLまで
利⽤可能な専⽤紙タイプ
絞り込みが可能
オプション︓抗菌効果のある両⾯分散ニス
10個から
PEFC™認証の構成に応じて

完成した印刷ファイルはありませんか︖オンラインで製品を設計するだけです。

オンラインでチラシをデザインする

さまざまな仕上げと限定素材をご覧ください。

チラシの商品サンプル⾒本セットはこちら

9.オプションを選択します

印刷製品を拡張する

オプションをリセット

本体価格
€76.02
気候中⽴気圧

 補償⾦なし

 CO2補償⽀払い
+正味€0.53 | 総€0.61

-70 kg-製品の製造中にCO 
2が
放出されます。補償⾦でこれを中和することができます。

データチェック

 基本データチェック+正味€0.00 総0.00€ サービスの説明

 専⾨家によるデータチェック+正味€10.00 総11.60€ サービスの説明
TIP Book ソーシャルメディア広告

 番号

 5,000⼈を表⽰
+ネット€39.00 | 総額€45.24

 15,000⼈が表⽰
+正味€89.00 | 総額€103.24

 25,000⼈がショー
+正味€145.00 | 総額€168.20

プリントランを増やします。FacebookとInstagramのオンライン広告-⾃分のアカウントなしで、事前の知識なし。
ターゲットグループに広告をローカルに効果的に表⽰します。

デジタルプルーフ

 番号

 はい
+正味€25.00 | 総額€29.00

製品の指定された納期は、デジタルプルーフが書⾯で承認された後にのみ適⽤されます。デジタルプルーフの納期
は、⽉曜⽇から⾦曜⽇までの関連データを含めて遅くとも午前10時までに注⽂を受け取った場合、約1〜2営業⽇で
す。詳細については、FAQをご覧ください。

取り外しのために戻る

 番号

 はい
+正味€24.00 | 総額€27.84

ミシン⽬は折り⽬の端で直接実⾏されます

バンドリング

 番号

 はい25個まで
+正味€15.00 | 総額€17.40

 はい50個まで
+正味€10.00 総額€11.60

 はい100個
+正味€10.00 総額€11.60
NEW スクリーンペーパー（デジタルプリント品）

 番号

 スクリーンペーパーを作成する
+正味€9.95 | 総額€11.54

3Dのオンラインバージョンとしてのチラシまたはリーフレット。あなたのウェブサイトに統合するため、または郵
送として。オンラインで印刷製品を提⽰-⾮常にシンプルでプロフェッショナル。

あなたの製品

リーフレット、侵⼊折り

実⾏
ポートレート形式

クローズドエンド形式
A4（21 x 29.7 cm）

折り⽬/溝の配置
⻑い側⾯

材料の種類
きらびやかな

素材
135 gの光沢のあるPEFC™アートプリ
ント 詳細︓70％PEFC 
DC-COC-001015

仕上げ
仕上げなし

彩り
4/4⾊

量︓
1,000個

納期︓
デフォルト

製品番号︓
13218523

Würzburg, 18.07.2020

Ihr Angebot*

Guten Tag,

Wunschprodukt gefunden? Perfekt. Sie wollen noch eine Nacht darüber schlafen? Auch gut. In jedem Fall haben wir hier ein unverbindliches Angebot für Sie:

チラシの注⽂、侵⼊の折りたたみ

ユーロ印刷通販事例　FLYERALARM社



電流 (/AKTUELLE-
NEUIGKEITEN.HTML)

すべての製品
(/PRODUKT-

SORTIMENT.HTML)

製造
(/DRUCKEREI.HTM)

ヘルプセンター
(/FAQ.HTM)

連絡先
(/KONTAKT.HTM)

現在の状況にもかかわらず︓通常の品質と信頼性を制限することなく、お客様の製品をお届けします。 �

低価格保証の最⾼品質︕ 24時間⼀晩 送料無料︕ 私たちは個⼈的にあなたのサービスをし
ています︕

私たちに関しては

コロナに対して⼀緒に
(gemeinsam-gegen-
corona,category,22980.html)

⼿扇、固定モチーフ
(handfaecher-festes-motiv-
extrem-guenstig-
drucken,category,23684.html)

モチーフのロールアップ
(roll-ups-mit-motiv-guenstig-
drucken,category,23007.html)

フェイシャルバイザー
(gesichtsvisiere-guenstig-
bestellen,category,23555.html)

モバイルパーティション
(trennwaende-mobil-
guenstig-
drucken,category,23819.html)

パンフレット（ワイヤース
テッチ） (broschuere-
drahtheftung,category,9434.html)

パンフレット（アイレッ
ト） (extrem-guenstig-
broschueren-mit-
ringoesenheftung,category,13801.html)

モチーフが⼊ったスタンプ
(aufkleber-mit-motiv-
guenstig-
drucken,category,23008.html)

⼝と⿐のマスク (mund-und-
nasen-masken-guenstig-
bestellen,category,22877.html)

モチーフ⼊りバナー
(banner-mit-motiv-guenstig-
drucken,category,23009.html)

ロールをモチーフにしたラ
ベル (etiketten-auf-rolle-mit-

新製品 (neuheiten-extrem-
guenstig-
bestellen,category,20470.html)

コロナに対して⼀緒に
(gemeinsam-gegen-
corona,category,22980.html)

レイアウトとグラフィックオ
フィス (grafikbuero-
druckdaten-
erstellen,category,13312.html)

⼟壇場6:00 p.m. (last-minute-
letzte-chance-
druckdatenabgabe-
blitzdruck,category,16753.html)

トップカテゴリー

あなたはここにいる

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

抗菌保護ニスが貼られたチラシをオンラインで安価に印刷する
抗菌効果のある保護ニスを含むチラシとフォルダーがあります。

保護⽤ワニス付きのプロのチラシと折りたたみチラシ（135または170 g /m²）
保護ラッカー「ロック3」 (https://www.wir-machen-druck.de/antimikrobieller-lack.html)
は、ウイルスや細菌などの病原体を最⼤99％削減します
永続的な衛⽣効果のある個別の配布資料とチラシ
多くのサイズ、折り⽬、オーバーレイで利⽤できる保護ラッカーチラシ
もちろんリーズナブルな価格で通常の優れた品質で

(flyer-a8-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23016.html)

チラシDIN A8
(flyer-a8-

antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23016.html)

(flyer-a7-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23017.html)

チラシDIN A7
(flyer-a7-

antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23017.html)

(flyer-a6-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23018.html)

チラシDIN A6
(flyer-a6-

antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23018.html)

(flyer-din-lang-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23019.html)

チラシDINロング
(flyer-din-lang-

antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23019.html)

(flyer-a5-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23020.html)

チラシDIN A5
(flyer-a5-

antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23020.html)

(flyer-a4-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23021.html)

チラシA4 (flyer-a4-
antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23021.html)

(flyer-a3-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23022.html)

チラシA3 (flyer-a3-
antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23022.html)

(flyer-weitere-formate-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23024.html)

その他のフォーマッ
ト (flyer-weitere-

formate-
antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23024.html)

(flyer-quadratisch-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23025.html)

スクエアフライヤー
(flyer-quadratisch-

私たちの約束

あなたの顧客エリア

お電話ください︕

私たちは個⼈的にあなたのサー
ビスをしています︕
0711/995 982-20
⽉曜⽇から⾦曜⽇の午前7時から
午後10時
⼟曜⽇の午前7時から午後4時
(/kontakt.htm)

気候に依存しない印刷

(/klimaneutrales-drucken.html)

資格情報

(/tiefpreis-garantie.html)

�

お客様番号  またはメール

パスワード

ログインする

新規のお客様ですか︖こ
こから始める ...
(/adresse.htm?onlyreg=1)
ログインを忘れました
か︖
(/passwort_vergessen.htm)

Á

(/)

製品を検索... �

i  
ショッピ
ングカー

ト
(/cart.htm)

 連絡先
(/kontakt.htm)

Ƒ

�
ログ
イン
する

	 私たちに書いてください

とても良い
4.71 / 5.00

...
       

ユーロ印刷通販事例　WIRmachenDRUCK社
電流 (/AKTUELLE-

NEUIGKEITEN.HTML)
すべての製品
(/PRODUKT-

SORTIMENT.HTML)

製造
(/DRUCKEREI.HTM)

ヘルプセンター
(/FAQ.HTM)

連絡先
(/KONTAKT.HTM)

現在の状況にもかかわらず︓通常の品質と信頼性を制限することなく、お客様の製品をお届けします。 �

低価格保証の最⾼品質︕ 24時間⼀晩 送料無料︕ 私たちは個⼈的にあなたのサービスをし
ています︕

私たちに関しては

コロナに対して⼀緒に
(gemeinsam-gegen-
corona,category,22980.html)

⼿扇、固定モチーフ
(handfaecher-festes-motiv-
extrem-guenstig-
drucken,category,23684.html)

モチーフのロールアップ
(roll-ups-mit-motiv-guenstig-
drucken,category,23007.html)

フェイシャルバイザー
(gesichtsvisiere-guenstig-
bestellen,category,23555.html)

モバイルパーティション
(trennwaende-mobil-
guenstig-
drucken,category,23819.html)

パンフレット（ワイヤース
テッチ） (broschuere-
drahtheftung,category,9434.html)

パンフレット（アイレッ
ト） (extrem-guenstig-
broschueren-mit-
ringoesenheftung,category,13801.html)

モチーフが⼊ったスタンプ
(aufkleber-mit-motiv-
guenstig-
drucken,category,23008.html)

⼝と⿐のマスク (mund-und-
nasen-masken-guenstig-
bestellen,category,22877.html)

モチーフ⼊りバナー
(banner-mit-motiv-guenstig-
drucken,category,23009.html)

ロールをモチーフにしたラ
ベル (etiketten-auf-rolle-mit-

新製品 (neuheiten-extrem-
guenstig-
bestellen,category,20470.html)

コロナに対して⼀緒に
(gemeinsam-gegen-
corona,category,22980.html)

レイアウトとグラフィックオ
フィス (grafikbuero-
druckdaten-
erstellen,category,13312.html)

⼟壇場6:00 p.m. (last-minute-
letzte-chance-
druckdatenabgabe-
blitzdruck,category,16753.html)

トップカテゴリー

あなたはここにいる

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

抗菌保護ニスが貼られたチラシをオンラインで安価に印刷する
抗菌効果のある保護ニスを含むチラシとフォルダーがあります。

保護⽤ワニス付きのプロのチラシと折りたたみチラシ（135または170 g /m²）
保護ラッカー「ロック3」 (https://www.wir-machen-druck.de/antimikrobieller-lack.html)
は、ウイルスや細菌などの病原体を最⼤99％削減します
永続的な衛⽣効果のある個別の配布資料とチラシ
多くのサイズ、折り⽬、オーバーレイで利⽤できる保護ラッカーチラシ
もちろんリーズナブルな価格で通常の優れた品質で

(flyer-a8-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23016.html)

チラシDIN A8
(flyer-a8-

antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23016.html)

(flyer-a7-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23017.html)

チラシDIN A7
(flyer-a7-

antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23017.html)

(flyer-a6-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23018.html)

チラシDIN A6
(flyer-a6-

antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23018.html)

(flyer-din-lang-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23019.html)

チラシDINロング
(flyer-din-lang-

antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23019.html)

(flyer-a5-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23020.html)

チラシDIN A5
(flyer-a5-

antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23020.html)

(flyer-a4-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23021.html)

チラシA4 (flyer-a4-
antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23021.html)

(flyer-a3-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23022.html)

チラシA3 (flyer-a3-
antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23022.html)

(flyer-weitere-formate-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23024.html)

その他のフォーマッ
ト (flyer-weitere-

formate-
antimikrobieller-
lack-guenstig-

drucken,category,23024.html)

(flyer-quadratisch-
antimikrobieller-lack-

guenstig-
drucken,category,23025.html)

スクエアフライヤー
(flyer-quadratisch-

私たちの約束

あなたの顧客エリア

お電話ください︕

私たちは個⼈的にあなたのサー
ビスをしています︕
0711/995 982-20
⽉曜⽇から⾦曜⽇の午前7時から
午後10時
⼟曜⽇の午前7時から午後4時
(/kontakt.htm)

気候に依存しない印刷

(/klimaneutrales-drucken.html)

資格情報

(/tiefpreis-garantie.html)

�

お客様番号  またはメール

パスワード

ログインする

新規のお客様ですか︖こ
こから始める ...
(/adresse.htm?onlyreg=1)
ログインを忘れました
か︖
(/passwort_vergessen.htm)

Á

(/)

製品を検索... �

i  
ショッピ
ングカー

ト
(/cart.htm)

 連絡先
(/kontakt.htm)

Ƒ

�
ログ
イン
する

	 私たちに書いてください

とても良い
4.71 / 5.00

...
       



新しい生活様式の中で

安心して採用される印刷物を

Lock3で提供しましょう




