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スタジアムのコンクリート壁・駅・空港など
簡単に貼ってはがせる・貼り直せる 高耐久糊付きキャンバスシート

Easy Canvas

Before After

イージーキャンバス

ラミネートなしで撥水・アンチスクラッチを実現しました

コンクリートにも OK・外壁塗装にも OK

セミグロスで発色が良く、飲食店のポスターにも最適
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・素材はあまり伸びません
・熱による伸び縮みはありません
　※ライター等であぶらないようにご注意ください
・スキージのフェルト面に水、洗剤をつけないでください
・貼付面に汚れやほこりがついているとシートが剥がれてくる場合がございます

・ソフトスキージなどで施工してください
　※あまり強くこすりすぎないようにご注意ください
・汚れをふき取る際にアルコールは使用せず、乾拭きで行ってください
・余分な部分は新しい刃のカッターでカットしてください
・施工面によっては下地を傷つける場合がございます

注意点

納品までの流れ

既存の壁を
利用したい

塗装の上に貼って
綺麗にはがしたい

クロスの上に貼って
綺麗にはがしたい

ガラス面に貼って
綺麗にはがしたい

スチール面に貼って
綺麗にはがしたい

床に貼って
綺麗にはがしたい

ガラス面の内側から
貼って外に見せたい

外壁に
貼りたい

〇 〇 〇 〇〇

〇〇 〇 〇△ 〇

服の上に貼って
綺麗にはがしたい

屋外で
使いたい

屋内で
使いたい

光を通さず
使いたい

施工する下地に
柄がある

職人に施工して
もらいたい

素人で
施工したい

はがすのは
自分でしたい

光を通して使いたい
（バックライト）

イージーキャンバス 〇 〇 〇 ×

溶剤印刷可能インク LATEX UV 水性

商品名

屋内or屋外

ロールサイズ

材質

素材の色

マット・グロス

厚み

粘着剤

耐用年数

イージーキャンバス

イージーキャンバス製品特性

対応表

屋内・屋外

屋内：1年～（風や日当たりなどの状況によります）,　屋外：使用環境によります

50インチx100フィート(127x3048cm)

ポリエステル・塩ビ

白

セミグロス

300μm

剥離可能粘着剤(揮発性有機化合物不使用)

イージーキャンバス

簡単に貼ってはがせるインクジェット用独自素材
HARERUYA®シリーズ

材料販売・インクジェット出力・施工・デザインまで
グラフィックワンストップサービス

屋外イベントや広告に最適！
糊付き素材初の防炎認定取得

屋外でも貼ってはがせる！



簡単に貼ってはがせるインクジェット用独自素材

イージーキャンバス

HARERUYA®シリーズ

簡単に貼ってはがせる・貼りなおせる、高耐久糊付きキャンバスシート
スポーツイベントや屋外イベントに最適！

スタジアム

壁面装飾屋外フェンス 公共会場でのスポーツイベント

レストラン 壁面装飾 カフェテーブル

オフィス装飾

現状復帰が必要な屋内外の壁面、期間限定のオフィスグラフィックにも

発色が良いので飲食店のポスターグラフィックに最適

好きな形にカットできるので、小さな案内表示サインやステッカー・等身大グラフィックにも

貼付方法の動画はこちら▶▶

ポスターサイズであれば誰でも簡単に施工可能！

位置を決める＆清掃
貼付場所をメジャーで測り目印をつけます。
貼付面を乾いた布でホコリや汚れをふき取ってください。
※汚れや水分が残っていると粘着が弱まります。

リピートや分割の場合は柄を合わせながら同じように
貼っていきます。

トップ部分の台紙をゆっくり剥がし、目印の位置に
貼り付けます。※一度に全て剥がしてしまうと、
糊面同士が貼り付いてしまう場合がございます

空気が入った場合は、手で押すと表面から抜けてい
きます。もしもシワができた場合は、その部分を
一度剥がしてもう一度貼り直してください。

https://youtu.be/Sme_BqIFciI
イージーキャンバス貼り方動画

柄を合わせる（分割時）

貼り付ける

空気を抜いて完成！

Easy Canvas

ガラス面にも施工可能。簡単に貼れてきれいにはがせます。

熱・湿気に強い！
時間が経ってもめくれない！縮まない！

ガラス面にも貼付可能！
簡単に気泡が抜けて貼りやすい

熱や湿気に強く、時間が経っても端からめくれることがありません！
平滑面であれば、ガラスにも施工可能です。

easy canvas 一般的な塩ビ◎ ×
時間経過でのはがれなし 時間経過で端からはがれ有

施工事例 /使用シーン C ons tr uct ion e x a mple s / Us e  s i tua t ion

イージーキャンバスの特徴

貼付・施工方法 C ons tr uct ion te chniq ue

11

33

22

44

ウォールグラフィックNo.1 ! 　ポスターサイズから壁一面のグラフィックまで。
期間限定のイベントや展示会壁面はもちろん、熱や湿気に強いので飲食店のポスターにも最適。

スポーツイベントや
コンサートなど
会場装飾に

飲食店のPOPや
メニューポスターに

案内サインや
POP・ポスターに
自分で貼ってはがせます

Easy Canvas Easy Canvas

Easy CanvasEasy Canvas

Easy Canvas

Easy Canvas 

Easy Canvas 

Us e  s i tua t ion # 1

Us e  s i tua t ion # 2

Us e  s i tua t ion # 3

お見積りご依頼時に施工まで希望される旨お伝えください。

日本全国施工ネットワーク
施工など内装全般お任せください

▶▶

Po int  # 1 Point  #2

Easy Canvasなら今まで施工が大変だったコンクリートにも
下地処理なしで貼付できます。

セミグロス発色が良く
写真やグラフィックを美しく表現

コンクリートや屋外塗装面の上から
貼ってはがせる

ノンラミネートで撥水するから
屋外で使用OK

発色が良く、写真やグラフィックを鮮やかに表現することができます。
飲食店のPOPやメニューにも最適です。

コンサート会場やスポーツイベント、仮囲いにも最適。

Po int  # 3 Point  #4

気泡が抜けやすく、貼りやすい！

ポスターサイズであれば誰でも貼付可能
職人が必要なくコストダウンできます

Po int  # 5 Point  #6

簡単に貼ってはがせる・貼り直せる　高耐久糊付きキャンバスシート。スポーツイベントや屋外イベントに最適。
吸着ターポリンは貼るのが難しい！吸盤素材は雨や湿気に弱い！こんな悩みを解消した、屋内外で使える簡単施工素材です。
どんな平滑面に貼っても気泡が簡単に抜けます。

Easy Canvas
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