


名刺もカードもポスターも、

あらゆる印刷物に立体 感と輝きをプラスする



エンボス効果のある 3Dクリアニス、立体的な箔加工で輝く印象的なデザインが可能になりました。 

従来の箔やニス加工と異なり、デジタル処理で加工できるため版を必要としません。

そのため小ロットながらも低コストで、箔やクリアニスを施すことができます。

特徴的なぷっくりと盛りあがった質感は、見る人を「どうなっているんだろう」「触れてみたい」という気持ち

にさせるような不思議で強い魅力を持っています。

立体 的な輝き・ツヤでひろがる  新たな印刷 加 工の世界



紙の表面に透明な樹脂をのせる、ニス加工。

3Dクリアニスを施した部分には美しいツヤが生まれます。

樹脂の厚みを増すことで奥行きが生まれ、水の質感を表現したり、

商品を立体的に見せる効果があります。

広い面や繊細なラインには、樹脂を薄く使うのがおすすめです。

最もベーシックな厚み。
デザインを問わず幅広く使用
しやすいです。

3Dクリアニス 〈ニスの厚みは 3 段階〉

35μ（通常）

70μ（厚め）
中間の厚み。ぷっくりとした
印象を持たせたい絵柄に。

水滴など、質感を特に際立
たせたい場合に。100μ（特厚）

3Dクリアニス35μ：全面にパターン（柄）



※エンボス箔の厚みは通常 35μとなります。ご要望により厚みを変えることもできます。

厚みのある特徴的なエンボス箔。

MoriPica で採用している「JETVarnish3D」では、3Dクリアニスの表

面に箔を定着させることで凹凸のあるエンボス箔を作り出しています。 

部分的に文字やイラストに使うほか、贅沢に全面に箔をあしらった 

デザインもおすすめです。

エンボス箔

ピンク

緑

つや消し金金

青

つや消し銀銀

赤

〈箔の色は 8 種 類〉

基本箔

カラー箔

銀箔（35μ）と青箔（35μ）



〈ニスと箔を重ねる〉

金箔（35μ）と3Dクリアニス35μ

※ 3Dクリアニスとエンボス箔を重ねる場合、
    3Dクリアニスが上層となります。

ニス

箔エンボス箔の上に 3D クリアニスを重ねることにより、つややかにきら

めく箔になります。重ねることでラインストーンや宝石のように、きら

めく風合いが生まれます。

さらに、イラストを箔で縁取り、箔の内側に 3Dクリアニスをひくこと

でステンドグラスのようなデザインを作ることもできます。

3Dクリアニス×エンボス箔



〈エンボス箔を重ねる〉

つや消し金箔（35μ）と銀箔（35μ）

※箔を重ねる場合は、
　下地の箔の上にそのまま重ねます。

箔（上）

箔（下）大胆で贅沢な箔を重ねる表現が小部数からできることも、MoriPica

の特徴です。特別な方に送る小部数のインビテーションや、ウェディ

ングシーンなどにおすすめです。

優雅で華やかな印象から、金属的な箔の輝きを活かしたデザインま

で、使い方次第で様々な表現が可能です。

エンボス箔×エンボス箔



・3Dクリアニス、エンボス箔、印刷用、それぞれレイヤーを分けてデータを作成します。

・エンボス箔を複数色使用する場合は、色ごとにレイヤーを分けて作業します。

・3Dクリアニス・エンボス箔ともに K100％にしてご入稿ください。
 （80％・50％など濃度が薄い部分はニス量が少なくなるため、厚みが薄くなります。ニスが薄い部分は箔が上手く定着しない、
 表面に微細な凹凸が現れる等、品質の低下を招く場合がございます）

・ 3Dクリアニスとエンボス箔を両方お使いになる場合、重ね順は 3Dクリアニスが上層、エンボス箔が下層となります。

・デザイン制作段階では仕上がりをイメージしやすい近似色で作成いただき、入稿前にＫ100％に変更していただきますとスムーズ
 に制作ができます。

・ご入稿時には仕上がりイメージがわかる出力見本と、レイヤーごとのトンボ付きの出力見本をご用意ください。

・カラーモードは CMYKでお作りください。（CMYK画像の解像度は 350dpi でご用意ください）

テンプレートはこちら ： https://www.vanfu.co.jp/vf/vms/download/temp_download.html

About data

テンプレートをご使用の上、Illustrator で作成してください。

印刷データ 箔データ（K100％） ニスデータ（K100％） レイヤーで分ける



・レイヤーを切り替えた際も、トンボが表示されるように作成をお願いします。

・レイヤーごとにページを分けるか、別々のファイルを書き出してご入稿ください。

・3Dクリアニス、エンボス箔（箔の色）、印刷用の違いが分かるようにご支給ください。

・各データには必ずトンボを付け、ページサイズが同一になるようにご注意ください。

〈ご注意点〉
MoriPica の作成工程は 3Dクリアニス（液状）を用紙表面に吹き付け、UVを照射することによって固まる性質を利用しています。

厚み（液量）を増した場合は、線や文字の太りは顕著になります。

エンボス箔も従来の方式に比べ、樹脂の厚みと若干のにじみがあるため、細かな再現がしにくい性質があります。

3Dクリアニス・エンボス箔が断裁位置（抜き・スジ・折りも同様）に掛かりますと、割れ・剥がれが発生しやすくなります。

加工や使用用途を想定して、2 ～ 3mm ほどずらしていただくことをおすすめいたします。

詳細は担当営業・店舗までご相談ください。

お持ち込み用紙への加工やお持ち込み印刷物への加工は承っておりません。

基材の性質上、用紙表面との相性が重要となります。

当カタログ掲載以外のサイズ・用紙・印刷加工をご希望の場合にはお見積りより承っております。お気軽にご相談ください。

Illustrator Ai・EPS でご入稿の場合について

PDF データでご入稿の場合について



MoriPica 名刺 （91mm × 55mm）

印刷方式：V.I.Print 　用紙：OK エルカード K15.5kg （両面マット PP ） 　納期：中 2 営業日～

片面 フルカラー印刷   ※ モノクロ 同額

片面  MoriPica

基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

3Dクリアニス
70μ

3Dクリアニス
100μ

100部 ¥10,800 ¥12,950 ¥8,900 ¥9,550 ¥10,200 

200部 ¥14,600 ¥17,500 ¥12,000 ¥13,300 ¥14,600 

300部 ¥18,500 ¥22,150 ¥15,200 ¥17,150 ¥19,100 

400部 ¥22,300 ¥26,700 ¥18,300 ¥20,900 ¥23,500 

500部 ¥26,200 ¥31,350 ¥21,500 ¥24,750 ¥28,000 

両面 フルカラー印刷   ※ モノクロ 同額

片面  MoriPica

基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

3Dクリアニス
70μ

3Dクリアニス
100μ

100部 ¥12,100 ¥14,250 ¥10,200 ¥10,850 ¥11,500 

200部 ¥16,700 ¥19,600 ¥14,100 ¥15,400 ¥16,700 

300部 ¥21,300 ¥24,950 ¥18,000 ¥19,950 ¥21,900 

400部 ¥25,900 ¥30,300 ¥21,900 ¥24,500 ¥27,100 

500部 ¥30,500 ¥35,650 ¥25,800 ¥29,050 ¥32,300 

オプション

基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

3Dクリアニス
70μ

3Dクリアニス
100μ

100部 ¥4,250 ¥6,400 ¥2,350 ¥3,000 ¥3,650 
200部 ¥5,800 ¥8,700 ¥3,200 ¥4,500 ¥5,800 
300部 ¥7,350 ¥11,000 ¥4,050 ¥6,000 ¥7,950 
400部 ¥8,900 ¥13,300 ¥4,900 ¥7,500 ¥10,100 
500部 ¥10,450 ¥15,600 ¥5,750 ¥9,000 ¥12,250 

〈ご注意〉
・価格は全て税別です。

・片面フルカラー印刷・両面フルカラー印刷、どちらの場合でも 
 MoriPica 加工は片面のみになります。
 両面に MoriPica 加工を希望する場合は、担当営業・店舗まで 
 ご相談ください。



MoriPica ハガキ （148mm × 100mm）

印刷方式：V.I.Print 　用紙：OK エルカード K15.5kg （両面マット PP ） 　納期：中 2 営業日～

片面 フルカラー印刷   ※ モノクロ 同額

片面  MoriPica

基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

3Dクリアニス
70μ

3Dクリアニス
100μ

100部 ¥17,860 ¥21,210 ¥14,840 ¥16,530 ¥18,220 

200部 ¥27,900 ¥33,050 ¥23,200 ¥26,450 ¥29,700 

300部 ¥38,660 ¥45,760 ¥32,140 ¥37,080 ¥42,020 

400部 ¥48,300 ¥57,200 ¥40,100 ¥46,600 ¥53,100 

500部 ¥58,860 ¥69,710 ¥48,840 ¥57,030 ¥65,220 

両面 フルカラー印刷   ※ モノクロ 同額

片面  MoriPica

基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

3Dクリアニス
70μ

3Dクリアニス
100μ

100部 ¥20,960 ¥24,310 ¥17,940 ¥19,630 ¥21,320 

200部 ¥33,200 ¥38,350 ¥28,500 ¥31,750 ¥35,000 

300部 ¥46,260 ¥53,360 ¥39,740 ¥44,680 ¥49,620 

400部 ¥57,500 ¥66,400 ¥49,300 ¥55,800 ¥62,300 

500部 ¥70,260 ¥81,110 ¥60,240 ¥68,430 ¥76,620 

オプション

基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

3Dクリアニス
70μ

3Dクリアニス
100μ

100部 ¥6,730 ¥10,080 ¥3,710 ¥5,400 ¥7,090 
200部 ¥10,450 ¥15,600 ¥5,750 ¥9,000 ¥12,250 
300部 ¥14,480 ¥21,580 ¥7,960 ¥12,900 ¥17,840 
400部 ¥18,200 ¥27,100 ¥10,000 ¥16,500 ¥23,000 
500部 ¥22,230 ¥33,080 ¥12,210 ¥20,400 ¥28,590 

〈ご注意〉
・価格は全て税別です。

・片面フルカラー印刷・両面フルカラー印刷、どちらの場合でも 
 MoriPica 加工は片面のみになります。
 両面に MoriPica 加工を希望する場合は、担当営業・店舗まで 
 ご相談ください。



MoriPica 大判ハガキ （235mm × 120mm）

印刷方式：V.I.Print 　用紙：OK エルカード K15.5kg （両面マット PP ） 　納期：中 2 営業日～

片面 フルカラー印刷   ※ モノクロ 同額

片面  MoriPica

基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

3Dクリアニス
70μ

3Dクリアニス
100μ

100部 ¥32,580 ¥39,080 ¥26,620 ¥31,040 ¥35,460 

200部 ¥57,140 ¥68,590 ¥46,560 ¥55,270 ¥63,980 

300部 ¥81,900 ¥98,300 ¥66,700 ¥79,700 ¥92,700 

400部 ¥105,980 ¥127,480 ¥86,020 ¥103,440 ¥120,860 

500部 ¥130,440 ¥156,890 ¥105,860 ¥127,570 ¥149,280 

両面 フルカラー印刷   ※ モノクロ 同額

片面  MoriPica

基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

3Dクリアニス
70μ

3Dクリアニス
100μ

100部 ¥37,880 ¥44,380 ¥31,920 ¥36,340 ¥40,760 

200部 ¥66,340 ¥77,790 ¥55,760 ¥64,470 ¥73,180 

300部 ¥95,500 ¥111,900 ¥80,300 ¥93,300 ¥106,300 

400部 ¥122,580 ¥144,080 ¥102,620 ¥120,040 ¥137,460 

500部 ¥151,040 ¥177,490 ¥126,460 ¥148,170 ¥169,880 

オプション

基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

3Dクリアニス
70μ

3Dクリアニス
100μ

100部 ¥13,240 ¥19,740 ¥7,280 ¥11,700 ¥16,120 
200部 ¥23,470 ¥34,920 ¥12,890 ¥21,600 ¥30,310 
300部 ¥33,700 ¥50,100 ¥18,500 ¥31,500 ¥44,500 
400部 ¥44,240 ¥65,740 ¥24,280 ¥41,700 ¥59,120 
500部 ¥54,470 ¥80,920 ¥29,890 ¥51,600 ¥73,310 

〈ご注意〉
・価格は全て税別です。

・片面フルカラー印刷・両面フルカラー印刷、どちらの場合でも 
 MoriPica 加工は片面のみになります。
 両面に MoriPica 加工を希望する場合は、担当営業・店舗まで 
 ご相談ください。



MoriPica A4/A3 （297mm × 210mm/420mm × 297mm）

A4

A3

印刷方式：V.I.Print 　用紙：コート 93.5kg （両面マット PP ） 　納期：中 2 営業日～

片面 フルカラー印刷   ※ モノクロ 同額

片面  MoriPica

基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

50部 ¥26,700 ¥31,850 ¥22,000 
100部 ¥48,200 ¥57,100 ¥40,000 
150部 ¥69,200 ¥81,850 ¥57,500 
200部 ¥90,700 ¥107,100 ¥75,500 
300部 ¥133,700 ¥157,600 ¥111,500 

両面 フルカラー印刷   ※ モノクロ 同額

片面  MoriPica

基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

50部 ¥30,450 ¥35,600 ¥25,750 
100部 ¥55,200 ¥64,100 ¥47,000 
150部 ¥78,950 ¥91,600 ¥67,250 
200部 ¥103,700 ¥120,100 ¥88,500 
300部 ¥169,100 ¥193,000 ¥146,900 

両面 フルカラー印刷   ※ モノクロ 同額

片面  MoriPica

基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

50部 ¥54,500 ¥63,400 ¥46,300 
100部 ¥97,500 ¥113,900 ¥82,300 
150部 ¥138,500 ¥162,400 ¥116,300 
200部 ¥181,500 ¥212,900 ¥152,300 

オプション

基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

50部 ¥10,450 ¥15,600 ¥5,750 
100部 ¥18,200 ¥27,100 ¥10,000 
150部 ¥25,950 ¥38,600 ¥14,250 
200部 ¥33,700 ¥50,100 ¥18,500 
300部 ¥49,200 ¥73,100 ¥27,000 

オプション

基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

50部 ¥18,200 ¥27,100 ¥10,000 
100部 ¥33,700 ¥50,100 ¥18,500 
150部 ¥49,200 ¥73,100 ¥27,000 
200部 ¥64,700 ¥96,100 ¥35,500 

〈ご注意〉
・価格は全て税別です。

・片面フルカラー印刷・両面フルカラー印 
 刷、どちらの場合でも MoriPica 加工は 
 片面のみになります。
 両 面 に MoriPica 加 工を希 望する場 合 
 は、担当営業・店舗までご相談ください。



MoriPica A2 ポスター （594mm × 420mm）

印刷方式：オフセット 　用紙：コート 93.5kg （両面マット PP ） 　納期：中 4 営業日～

印刷なし
片面  MoriPica

基本箔 カラー箔
1部 ¥35,790 ¥40,250 
10部 ¥44,250 ¥52,850 
20部 ¥53,650 ¥66,850 
50部 ¥81,850 ¥108,850 
100部 ¥128,850 ¥178,850 

片面 フルカラー印刷   ※ モノクロ 同額

片面  MoriPica
基本箔 カラー箔 3Dクリアニス35μ

1部 ¥52,340 ¥56,800 ¥48,220 
10部 ¥60,800 ¥69,400 ¥52,900 
20部 ¥70,200 ¥83,400 ¥58,100 
50部 ¥98,400 ¥125,400 ¥73,700 
100部 ¥145,400 ¥195,400 ¥99,700 

オプション

基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

1部 ¥9,140 ¥13,600 ¥5,020 
10部 ¥17,600 ¥26,200 ¥9,700 
20部 ¥27,000 ¥40,200 ¥14,900 
50部 ¥55,200 ¥82,200 ¥30,500 
100部 ¥102,200 ¥152,200 ¥56,500 

当カタログ掲載以外のサイズ・用紙・印刷加工をご希望の場合にはお見積りより承っております。

担当営業・店舗までお気軽にご相談ください。

〈ご注意〉
・価格は全て税別です。

・片面フルカラー印刷・両面フルカラー印刷、どちらの場合でも MoriPica 加工は片面のみになります。
 両面に MoriPica 加工を希望する場合は、担当営業・店舗までご相談ください。



design
当カタログに掲載のデザイン例です。データ作成時のご参考にご利用ください。

葉っぱの水滴上に特厚のニス（100μ）を乗せることで、実際に水滴が乗っているように

見せています。左下のロゴはあえて印刷しないで同じニスをのせて表現しています。

4C印刷データ ニスデータ（K100％）

4C 印刷の上にピンク箔を乗せて、インパクトをだしています。

繊細な模様もエンボス箔で美しく表現可能です。

4C印刷データ 箔データ（K100％）

カラフルな印刷の上にシンプルな銀箔のラインを乗せています。

更に上から印刷の模様に合わせたニスを乗せて、より印象的なデザインになりました。

4C印刷データ 箔データ（K100％） ニスデータ（K100％）




