
・屋外で使用されますと構造上、特性上、内部が汚れるおそれがあります。
・高温、多湿、塵埃、腐食性がス、振動衝撃など異常環境下でのご使用はお避けください。
・特殊用途をご検討の際には、お問い合わせください。

※実用新案 意匠登録取得中  特許出願中
※テプラは株式会社キングジムの登録商標です。
※宅急便はヤマト運輸株式会社の登録商標です。
※仕様、型式名、価格などの記載内容に関しては、改良のため予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

!

FAXご相談シート

会社名

所　属 お名前

所在地 〒

E-mail

TEL FAX

アンケートにご協力ください。
・はじめてタラコに問合せする（ YES ／ NO ） ・タラコ製品を使っている（ YES ／ NO ）

依頼内容チェック欄
□ 技術相談 □ 価格問合せ □ カタログ請求 □ サンプル請求 □ その他（　　　　　　　　　　）

内容

TARACOの銘板シリーズ
フィルム銘板／サンドイッチ銘板

彫刻銘板から印刷銘板へ

〒214-0012　神奈川県川崎市多摩区中野島6-10-40
代表TEL：044 （933）1393 　FAX：044 （933）1394
TARACO直通ダイヤル：044 （933）1356
E-mail：taraco@comdec.co.jp

お問い合わせは

www.taraco.net

株式会社コムデック

自分で作れるタラコ銘板

回答希望日
(至急 ・　　月　　日)

日本語で「コムデック」とアドレスバーに入力するだけで
TARACOサイトに簡単にアクセスできます。

FAX　044-933-1394

： コムデック ｜アドレス(D) コムデックWord



「急に銘板文字が変更になった」、「銘板文字が注文していた文字と違っていた」、FA業界に携わる方々でしたら、誰しも

が、ご経験された事ではないでしょうか？銘板は、機械装置の中では、脇役的な存在ですが、この“脇役”がいなければ、主

役が引き立たないどころか、成り立たない貴重な存在である事を、このようなトラブル時には、思い知らされます。いつでも 

（必要な時に）、どこでも （現場でも)、だれにでも (簡単に)  作成できる銘板を、作れないか」と、試行錯誤を重ね、考案した

銘板が、“TARACOの銘板革命”、タラコ銘板です。

タラコ銘板の構造の基本は、透明カバー板と
白色ベース板の2枚の樹脂プレートからな
る、いたってシンプルなもの。その2枚の樹
脂プレートの間に、タラコ特製のサンドイッ
チ銘板用フィルム銘板や、テプラ等で作成し
たシールをサンドイッチして完成です。

フィルム銘板とは、銘板のサイズに切り取ら
れた、透明フィルムに、任意の銘板文字を印
字したものです。このフィルム銘板は、タラ
コ独自のA4サイズ銘板文字印刷用透明
フィルムシート(商品名：でこパッチンシート) 
より、簡単に指だけで、取り出せます。

くらべれば一目瞭然。
時間と手間を大幅に削減できる理由は
自分で作るという発想。 

いつでも  必要な時に作れる
納期が迫っているのに銘板文字が、なかなか決まらない、急に銘板文字

の変更が発生した、取り付けていた銘板の文字に間違いがあった、など

緊急に銘板が必要な時にも、

タラコ銘板なら、必要な時に、すぐ作れます。

銘板につきものなのが、突発の現場での変更。

たとえそれが現場でも、ぱっとその場で変更可能なのがタラコ銘板の特長。

緊急時でも迅速に対応できる安心をご提供します。

銘板は職人の仕事と思っていませんか。

当社がこだわったことのひとつに、だれにでもかんたんに作成できること。

タラコ銘板はだれが作成しても高品質な銘板が均質に作成できます。

どこでも  現場でも作れる

だれにでも  カンタンに作れる

サンドイッチ銘板フィルム銘板

2

3

11

http://www.taraco.net/

Ｐ03へ Ｐ04へ

When

Where

Who

基本は
即日出荷

土曜日
も営業＆
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今まで外注していた銘板も、自社内で面倒なカットしていたフィルムも、

タラコのフィルム銘板なら「社内で簡単に作成できる！」

だから、圧倒的な工数削減を実現します。

フィルム銘板
自分で、パソコンで、作れる！

３つのステップで簡単作成

印刷だからできること 盛りだくさん

銘板文字作成専用ソフト「銘作くん」
で文字データを作成　※P6へ　

お客様のレーザープリンタで専用フィルム
シート「でこパッチンシート」に印刷

でこパッチンの要領で銘板をシート
から取り出しはさむだけで完成

中国語や絵文字に対応

彫刻銘板で大変なのが、外国語や絵文字への対応。コス

トも納期も心配。でもタラコのフィルム銘板なら大丈夫。

言語が違っても、同じワークフローで制作できます。

均質で均一な銘板で付加価値アップ

誤字や脱字、文字サイズなどのポカミスが事前に防げます

改造や増設を繰り返すうちに銘板もちぐはぐ。そんな状況がいた

るところで見受けられます。タラコフィルム銘板なら印刷だから、

文字サイズやフォントなどを微妙に調整することも可能です。均

質な銘板で、機械装置の誤操作を防ぎ、安心安全な操作環境を手

間をかけずに提供できます。

銘板文字のデータを、「でこパッチンシート」に印字する前に、OAペーパーに印刷出来るので、

誤字や脱字、文字サイズなどの確認修正が事前に行なえます。また、相手先に銘板仕様の確認を

取っておきたい場合なども、銘板完成そのままのイメージをFAX等で簡単に配信することも出来ます。

アルミヘアライン調の銘板も手軽に
タイトル用サンドイッチ銘板が、盤面の付加価値をアップします。

タイトル銘板ケースとフィルム銘板のサンドの間に、ヘアライン調や金地、銀地のアルミ製地

シートをもう一枚差し込むだけで、タイトル銘板の印象がガラリと変わります。

タラコのタイトル銘板だからできる装飾、いかかでしょうか？

サンドイッチ銘板
自分でつくれば、銘板も即納

面倒なフィルムカット作業を解消

現場での急な変更に威力を発揮します。

耐候性にも自信があります。

サンドイッチ構造の新発想銘板STEP1 STEP2 STEP3

よくお問合せ頂くご質問のひとつに、タラコ銘板の耐候性があります。

弊社では、タラコ銘板発売以前より、社内において独自に銘板としての

機能保持耐候試験を実施しておりますが、お客様により安心してご利用

いただけますよう、第三者機関からの客観的なデータとして財団法人 

日本塗料検査協会での試験を並行して実施しております。屋外暴露試

験においては「著しい変色を認めない」とのお墨付きを頂いておりま

す。（気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。）

困っちゃうのが、現場での急な文字変更。単純なミスだけでなく、仕様の変更があったりなんかして・・・。

でも、サンドイッチ銘板なら大丈夫。テプラをパッと出して貼り直せば、ちょちょいのちょいで対応できます。

一度この便利さを味わうと、きっと手放せないはずです。特にお勧めは、海外や離島、山奥での現地調達に始まる現場作業。

クリティカルな状況ではもう、サンドイッチ銘板とテプラの携帯はかかせません。

おでこを指でパッチンする要領ではじけば、ご使用する機器にピッタリサイズの

フィルム銘板を、誰が何度やっても均質にシートから取り出すことができます。 カッターやはさみ、定規を駆使したあの面倒なフィルムの切り取

り作業から開放されます。

サンドイッチ銘板は、白色ベース板（ABS樹脂）に透明カバー板（アクリル樹脂／耐侯性ポリカーボネイト）で

銘板文字をはさみこむ銘板です。テプラ（キングジム製）等のシールで作成したり、サンドイッチ銘板用の

フィルム銘板とフィルム銘板作成専用ソフト「銘作くん」をご用意しております。

必要な時、どこでも、簡単に、即銘板が作れる。まさに新世代の銘板です。

外注するのが常識だった銘板も、社内で作ればまさに即納。

ＴＡＲＡＣＯのサンドイッチ銘板は「いつでも どこでも だれにでも」をコンセプトに、

社内で作成できる業界初の銘板です。

当社36年に及ぶ基幹事業「制御盤製造」のキャリアから生まれた、まさに盤屋さんのための銘板です。

手間削減、コスト削減、納期短縮、いろいろな効果をぜひ実感してみてください。

テプラを使って文字テープを作成。 作成したテープを白色ベース板に
貼って透明カバーをかぶせます。

これでタラコ銘板の完成！

だるま銘板 トグル銘板 スティック銘板 タイトル銘板 30φカムスイッチ銘板 ぶら下げ銘板

※銘板の両側が変色しているのは、試
験の際固定する為に使用した両面
テープの変色跡です。

※中国語の制作には、別途、中国語ソフトが必要となります。
〔TARACO推奨 中国語ソフト〕
株式会社 高電社製「Chinese　Writer」
推奨理由
チャイニーズ・ライターは、手書き入力機能が使いやすく、読
めない中国語も簡単に入力できます。当社でも中国語の文字
データ作成には、チャイニーズ・ライターを使用しています。

集合表示灯用 ライトスイッチ用 特定メーカー向カムスイッチ用 サンドイッチ銘板用

でこパッチンシートの素材は、RoHS指令適応A4版OHP用フィルムシート（PET樹脂）。

レーザープリンタで印刷も速く、速乾性で印刷後の取り扱いが楽な上、印字の耐候性にも優れています。

その耐候性においては、日本塗料検査協会の屋外暴露試験で「著しい変色を認めない」との結果を頂いております。

RoHS指令に対応

Before After

STEP1 STEP2 STEP3

:1001

:1002

RoHS RoHS
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「でこパッチンシート」は、「銘作くん」で作成した銘板文字を印刷した後、指だけで、フィルム銘板を取り出して頂けるように、

あらかじめ銘板の形に、点線のミシン目加工を施したA4サイズの銘板文字印刷用透明フィルムシートです。

でこパッチンシートを、指でパッチンとはじくだけで、簡単に必要なジャストサイズのフィルム銘板を取り出すことができます。

しかも、でこパッチンシートは、今お客様でお使いのレーザープリンタで印刷して頂けます。

インクジェットプリンタと比較して、レーザープリンタ用だから、印刷速度、印字の耐候性、速乾性に勝れています。

この「でこパッチンシート」の取り扱い易さを、是非一度ご体感下さい。

でこパッチンシートのミシン目は、従来の刃型によるミシン目ではありません。

レーザービームの照射で作った特殊なミシン目です。

レーザービームだからシート上に凹凸が生じず、レーザープリンタに通しても

フィルム銘板のすみずみまで定着のしっかりした綺麗な印字を実現できます。

（特許申請中）

一般の透明シートを使用して、フィルム銘板を作
成する場合、カッターや定規を使用して銘板の形
状にカットしていました。

銘板フィルム銘板の作成は、銘板文字入力専用ソフト「銘作くん」におまかせ下さい。

入力画面を開いた瞬間から、すぐにお使いいただけるやさしさをコンセプトに、

銘板を観続けて36年の、こだわりのノウハウを結集した画期的ソフト。

「銘板文字の作成が、ちょっと楽しくなる」そんな専用ソフトに仕上がりました。

タラコが自信をもってお勧めする「銘作くん」は、タラコホームページより、

会員登録をして頂いた方なら、どなたでも無料でダウンロードしてお使いいただけます。

「中国語の銘板を彫刻屋さんで断られた」、「絵文字入りの銘板が必要だが、どうすれば？」
などなど、ちょっとやっかいな銘板もタラコにお任せください。
皆様の“困った”のお声を頂戴し、中国語では、28,484字に標準対応、フォントも簡体字・繁体字と
も44書体から制作できる体制を取っております。
また、ＩＥＣ60417／ＩＳＯ7000規格3,500種類の絵文字にも対応していますので、
ピクトグラム・シンボル図の指定が入っても同じワークフローで制作できます。
困った銘板、お気軽にご相談ください。

ＴＡＲＡＣＯサポートダイヤル：044-933-1356

銘作くんで作った文字データを保存すれば、ファイルという形でその銘板の仕様が残せます。

銘板製作データという資産を上手に活用して、TQCやCD、SCMなどにお役立てください。

ただひたすらやさしい操作性を追求しました。

初期設定の必要もありません。直感的な操作で入力可能。

印刷もモニタで見ている画面がそのままプリントされるなど、

パソコンが不慣れな人でも使いこなせるよう設計されています。

秘訣は
銘板文字作成専用ソフト「銘作くん」と、
印刷用フィルムシート「でこパッチンシート」

ミシン目じゃない、実はレーザー目

「でこパッチンシート」全43種（’06年7月現在）のシートの1種類を使って、「銘作く

ん」（銘板文字作成専用ソフト）の印刷モードの簡単余白設定を一回設定してしまえば、

各シートごとの印字位置の調整作業は必要ありません。

印字したい「でこパッチンシート」の画面を選択して、文字を入力するだけで、シートの

最適な位置に印刷できるように設定しております。

でこパッチンシートにピッタリ印字

マニュアルいらずのかんたん操作

盤製造36年のノウハウをしっかり満載

銘板製作データという設計資産

困った銘板、お任せください

でこパッチンシートとは・・・

フィルム銘板の作成は、専用ソフト「銘作くん」で

一般の透明シート従来のカット作業 カット不要の「でこパッチンシート」

銘板形状のミシン目加工が刃型不要のレーザー加工だから、お客様のご要望に初期費用なしで対応することができます。

皆様のご必要なサイズのフィルム銘板をお気軽にお申し付けください。

お客様のあったらいいなに積極対応

「でこパッチンシート」は、銘板の形状にミシン目
が入っていますので、指ではじくだけで、簡単に
フィルム銘板を取り出せます。

■文字位置調整 「十字キー」
文字位置を０．２㎜単位で、
上下左右に自由にレイアウト

■文字幅調整 「縮め率」
文字高は変えずに、文字幅を、３９段階で縮小、
また拡大の調整が可能。文字数が多い銘板の作
成に、なくてはならない機能です。

■フォント種類選択　
ゴシック体、丸ゴシック体、明朝体など、パソコンに
搭載されているフォントを自由に選択して銘板文
字を作成できます。

無料ソフトだからといって、一切手は抜いていません。

文字サイズやレイアウトの微妙な調整は当然のこと、文字間隔や縮め率、文字の傾けなどの機能も標準で装備しております。

もちろん微調整の作業も簡単操作でお好みの銘板に仕上がります。

:1003

:1004

文字幅調整、
フォント種類選択

「でこパッチンシート」そのままのプレビュー画面

十字キー

め い さ く

め い さ く

ミシン目の周辺ぎりぎりまできれいに印字できます。

基本は即日出荷 土曜日も営業＆
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タラコ銘板 ラインナップ

国内6メーカー18機種の集合表示灯にピッタリサイズ（’06年7月時点）
IDEC、富士、キムデン、不二、吉田電機、オムロンの各集合表示灯にピッタリサイズのフィルム銘

板です。正角タイプの他、横長の長角タイプもご用意。メーカー標準の記名板とレンズ枠の間

に、わずか厚さ0.1㎜のフィルム銘板をはさんで完成ですので、変更のたびに発生する手配の煩

わしさを解消します。

不二電機製カムスイッチ(B/BHシリーズ)用に専用設計
不二電機標準のアルミ地板の上にフィルム銘板はさみ、専用のアクリル製透明カバー板で止め

るだけで完成。メーカー標準のフランジ(銘板台)をそのまま使用するため、純正の外観を損なわ

ずに、フィルム銘板への対応が可能です。緊急性を要する文字変更もフィルム銘板を変えるだけ

で対応できます。

国内7メーカー41機種のライトスイッチに対応（’06年7月時点）
小さいサイズの8㎜角銘板から大きなサイズの35×33㎜角銘板まで、国内7メーカー41機種のラ

イトスイッチに対応しております。0.1㎜単位でフィルムサイズを調整しているタラコ銘板だからこ

そ、各社のライトスイッチにジャストフィットでご利用いただけます。

中段表記可能な標準タイプと省スペースなスリムタイプの2種類
トグル銘板には上段にスイッチの用途名を表示できる用途銘板用のスペースを設けていますの

で、用途銘板分の銘板を削減することができ、コストダウンや省工数に有効です。中段に表記可

能なスタンダードタイプと、省スペースに対応したスリムタイプの2種類の12φトグル銘板をご

用意しております。

長方形タイプのスティック銘板 用途に合わせて3つのサイズ
スティック銘板ケースの間に、銘板文字を印字したフィルム銘板をカチッとはさんだら、あっという間に完成。
勘合したら、はずれない安全設計。両面テープも標準装備。
16φ用の機器に最適な8×24㎜サイズのミニタイプと22φ～30φの盤面機器用にぴったりの12×40㎜
サイズのスタンダードタイプ。加えて2行・3行の銘板文字も余裕をもって表記できる多段文字用の21×50
㎜サイズの3種類をご用意しております。

回り止めでっぱりに対応した22φ用から30φ用まで4種をご用意
だるま銘板ケース（白色ベース板と、透明カバー板のセット）の間に、サンドイッチ銘板用フィルム銘板

を挟むだけで完成です。現場での銘板作成や少量の作成時には、テプラで作った文字シールを白色

ベース板に貼り付けてのご使用もできます。

フィルム銘板

サンドイッチ銘板

集合表示灯用

ライトスイッチ用

特定メーカー向カムスイッチ用

だるま銘板

トグル銘板

スティック銘板

あのタイトル銘板も抜群の表現力を備えた2サイズをご用意
タイトル銘板ケースの間に、銘板文字を印刷したフィルム銘板を挟んで完成。カチッと勘合してケースが外れ
ない安心設計です。裏面には両面テープ付きですので、盤面に貼り付けて銘板装着の完了です。30×150㎜
タイプと40×250㎜タイプの2サイズをご用意しております。
また、タイトル銘板ケースとフィルム銘板のサンドの間に、金地や銀地、ヘアーライン調といった地シートをも
う一枚差し込むだけで、ゴールドやシルバーの重厚な金属調銘板に早変わりします。

防水・防塵構造を採用、ぶら下げる場所を選びません
外形38×61㎜サイズに、φ4.5のぶら下げ用の穴を開けたタイプの銘板です。文字表示スペー

スは、大きなサイズの文字も表示が可能な27.5×42.5㎜を確保しております。裏からも文字を

確認できる両面表示に対応で、機械の操作安全性も向上させられます。

30φ汎用カムスイッチ銘板が自由自在に作れます
文字数が多く文字位置も複雑なカムスイッチ用の銘板も、自由なレイアウトが可能な88×70㎜

サイズのタラコ汎用カムスイッチ銘板ならイメージ通りに作成できます。文字変更もフィルム銘

板を替えるだけですので、経費節約に大きく貢献できます。

銘板文字作成専用に開発された簡単ソフト
入力画面を開いた瞬間から、すぐお使いいただけるやさしさをコンセプトに、銘板を観続けて36

年のこだわりのノウハウを結集した画期的ソフト。タラコホームーページより会員登録をして頂い

た方なら、どなたでも無料でダウンロードしてお使いいただけます。

困った銘板、お任せください
簡体字･繁体字とも44書体で作成できるから、ゴシックや明朝はもちろん、丸ゴシック体などの

豊かな表現力で付加価値もアップできます。また、IEC60417/ISO7000規格3,500種類の

絵文字にも対応しています。お気軽にご相談ください。

でこパッチンの要領でジャストサイズの銘板が簡単に取り出せる
カッターやはさみ、定規を駆使したあの面倒なフィルムの切り取り作業から開放される画期的な

フィルム銘板作成用のシートです。国内主要メーカーの機器にジャストフィットします。お客様のご

要望に応じて、規定外のサイズにも初期費用なしで対応しております。お気軽にご相談ください。

その他

タイトル銘板

タラコ汎用カムスイッチ銘板

ぶら下げ銘板

でこパッチンシート

銘作くん

中国語・絵文字銘板

:1005

:1006

:1007

:1008

:1009

:1010

:1011

:1012

:1013

:1003

:1004

:1014

RoHS

RoHS

基本は即日出荷 土曜日も営業＆



だるま銘板用　ケース

だるま銘板用　フィルム銘板

だるま銘板用　でこパッチンシート

仕様

アクリル樹脂

ABS樹脂
透明カバー板 同上 アクリル樹脂TRC-25(25φ用) 白色ベース板 W35×H45×D1 25φ

パーツ名

アクリル樹脂

TRC-30(30φ用) 白色ベース板

透明カバー板 同上 アクリル樹脂

サイズ
白色ベース板
透明カバー板

W30×H40×D1 22φ
同上

白色ベース板 W35×H45×D1 22φ

型式

TRC-22(22φ用)

TRC-22L(22φでかペコリ銘板)

材質
ABS樹脂

ABS樹脂

W40×H50×D1 30φ ABS樹脂
透明カバー板 同上

CRF/RRF-22L Ｗ35×Ｈ45×Ｄ0.1（22φだるま形状） 透明

材質
CRF/RRF-22 Ｗ30×Ｈ40×Ｄ0.1（22φだるま形状） 透明 PET

型式 サイズ フィルム色

PET
CRF/RRF-25 Ｗ35×Ｈ45×Ｄ0.1（25φだるま形状） 透明 PET
CRF/RRF-30 Ｗ40×Ｈ50×Ｄ0.1（30φだるま形状） 透明 PET

型式 シートサイズ・色
DPS-22 Ａ4判/透明
DPS-22L

サイズ

Ａ4判/透明 Ｗ35×Ｈ45×Ｄ0.1（22φだるま形状）

取数/1シート 材質
Ｗ30×Ｈ40×Ｄ0.1（22φだるま形状） 12枚取 PET

12枚取 PET
DPS-25 Ａ4判/透明 Ｗ35×Ｈ45×Ｄ0.1（25φだるま形状） 12枚取 PET
DPS-30 Ａ4判/透明 Ｗ40×Ｈ50×Ｄ0.1（30φだるま形状） 12枚取 PET

トグル銘板用　ケース

トグル銘板用　フィルム銘板

トグル銘板用　でこパッチンシート

スティック銘板用　ケース

スティック銘板用　フィルム銘板

スティック銘板用　でこパッチンシート

タイトル銘板用　ケース

タイトル銘板用　フィルム銘板

タイトル銘板用　でこパッチンシート

型式 サイズ フィルム色

フィルム色

CRF/RRF-124 Ｗ38.6×Ｈ10.6×Ｄ0.1 透明

材質

PET

CRF/RRF-3015 Ｗ147×Ｈ27×Ｄ0.1 透明 PET

フィルム色 材質

透明 PET
透明

CRF/RRF-4025 Ｗ246×Ｈ37×Ｄ0.1

型式 サイズ

CRF/RRF-225 Ｗ25×Ｈ45×Ｄ0.1　12φ
CRF/RRF-218 Ｗ18×Ｈ45×Ｄ0.1　12φ

型式 サイズ

透明 PET

材質
CRF/RRF-0824 Ｗ23×Ｈ7×Ｄ0.1 透明 PET

PET
CRF/RRF-2150 Ｗ48×Ｈ19×Ｄ0.1 透明 PET

DPS-4025 Ａ4判/透明 Ｗ246×Ｈ37×Ｄ0.1　 3枚取
Ｗ147×Ｈ27×Ｄ0.1　 7枚取 PET

PET

型式 シートサイズ・色 サイズ 取数/1シート 材質
DPS-218 Ａ4判/透明 Ｗ18×Ｈ45×Ｄ0.1　12φ 16枚取 PET

材質

TRC-0824 白色ベース板 W23×H7×D2

材質

DPS-124 Ａ4判/透明 Ｗ38.6×Ｈ10.6×Ｄ0.1 16枚取 PET

型式 シートサイズ・色 サイズ 取数/1シート

TRC-218

TRC-225 透明カバー板

型式

透明カバー板

材質
白色ベース板 W18×H45×D1 12φ ABS樹脂
パーツ名 サイズ

同上 アクリル樹脂
白色ベース板 W25×H45×D1 12φ ABS樹脂

DPS-225 Ａ4判/透明 Ｗ25×Ｈ45×Ｄ0.1　12φ 16枚取

型式 パーツ名 サイズ 材質

W24×H8×D3   ポリカーボネート

同上 アクリル樹脂

型式 パーツ名

TRC-2150 白色ベース板

DPS-0824 Ａ4判/透明

Ａ4判/透明 Ｗ48×Ｈ19×Ｄ0.1

透明カバー板 W50×H21×D3

DPS-3015 Ａ4判/透明

サイズ 材質

TRC-4025
(スタンダードサイズ)

白色ベース板

W246×H37×D3

ABS樹脂
透明カバー板

W250×H40×D5

ポリカーボネート
TRC-3015
(ぷちサイズ)

白色ベース板

W147×H27×D3

ABS樹脂
透明カバー板

W150×H30×D5

ポリカーボネート

PET

Ｗ23×Ｈ7×Ｄ0.1　 24枚取 PET

ABS樹脂
透明カバー板 W40×H12×D3   ポリカーボネート

ABS樹脂
透明カバー板

DPS-2150 PET

型式 シートサイズ・色 サイズ 取数/1シート

16枚取

ABS樹脂
  ポリカーボネート

W48×H19×D2

TRC-124 白色ベース板 W38.6×H10.6×D2

タラコ汎用カムスイッチ銘板用　ケース

タラコ汎用カムスイッチ銘板用　フィルム銘板

タラコ汎用カムスイッチ銘板用　でこパッチンシート

PETDPS-870 Ａ4判/透明 Ｗ88×Ｈ70×Ｄ0.1　30φ 3枚取
型式 シートサイズ・色 材質

サイズ 材質
白色ベース板

サイズ 取数/1シート

ABS樹脂
アクリル樹脂TRC-870

型式 パーツ名
  W88×H70×D1.5 30φ

透明カバー板 同上

CRF/RRF-870 Ｗ88×Ｈ70×Ｄ0.1　　30φ 透明 PET
型式 サイズ フィルム色 材質

だるま銘板

スティック銘板

タイトル銘板

タラコ汎用カムスイッチ銘板

トグル銘板

ぶら下げ銘板

集合表示灯・ライトスイッチ用

特定メーカー向カムスイッチ用

ぶら下げ銘板用　ケース

ぶら下げ銘板用　フィルム銘板

ぶら下げ銘板用　でこパッチンシート
材質型式 シートサイズ・色 サイズ 取数/1シート
PETDPS-6138Ｖ Ａ4判/透明

型式 パーツ名 サイズ 材質

材質

アクリル樹脂
透明カバー蓋 W30×H45×D2.5 アクリル樹脂
透明ケース本体 W38×H61×D6

白色ベース中板 W27.5×H42.5×D0.5 PET

型式 サイズ

TRC-6138V

Ｗ27.5×Ｈ42.5×Ｄ0.1

フィルム色
CRF/RRF-6138V Ｗ27.5×Ｈ42.5×Ｄ0.1 透明

12枚取

PET

集合表示灯・ライトスイッチ用　フィルム銘板

集合表示灯・ライトスイッチ用　でこパッチンシート

CRF/RRF-36ｘ36 Ｗ35.7×Ｈ35.7×Ｄ0.1　 透明 PET
PET

CRF/RRF-32Ｘ32 Ｗ31.5×Ｈ31.5×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-26ｘ26 Ｗ26×Ｈ26×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-25ｘ23 Ｗ23.3×Ｈ24.8×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-21ｘ21 Ｗ20.5×Ｈ20.5×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-20ｘ20 Ｗ19.6×Ｈ19.6×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-17Ｘ24 Ｗ23.7×Ｈ16.7×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-14ｘ20 Ｗ19.7×Ｈ13.7×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-13ｘ19 Ｗ18.7×Ｈ12.7×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-12ｘ12 Ｗ12×Ｈ12×Ｄ0.1　 透明 PET

型式 サイズ フィルム色 材質
CRF/RRF-8ｘ8 Ｗ8×Ｈ8×Ｄ0.1　 透明 PET
CRF/RRF-9ｘ9

CRF/RRF-36ｘ76 Ｗ75.7×Ｈ35.7×Ｄ0.1　 透明

CRF/RRF-35ｘ73 Ｗ73.3×Ｈ34.8×Ｄ0.1　 透明

CRF/RRF-31ｘ31 Ｗ30.7×Ｈ30.7×Ｄ0.1　 透明

PET

CRF/RRF-34ｘ34 Ｗ33.8×Ｈ33.8×Ｄ0.1　 透明 PET
CRF/RRF-35ｘ33 Ｗ33.3×Ｈ34.8×Ｄ0.1　 透明 PET

PET

CRF/RRF-27Ｘ27 Ｗ26.9×Ｈ26.9×Ｄ0.1　 透明 PET
CRF/RRF-27ｘ57 Ｗ56.8×Ｈ26.8×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-25Ｘ53 Ｗ53.3×Ｈ24.8×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-23ｘ23 Ｗ22.5×Ｈ22.5×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-20ｘ27 Ｗ26.5×Ｈ19.5×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-18ｘ18 Ｗ18.4×Ｈ18.4×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-17ｘ17 Ｗ16.7×Ｈ16.7×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-14ｘ14 Ｗ13.7×Ｈ13.7×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-12ｘ18 Ｗ18×Ｈ11.9×Ｄ0.1　 透明 PET

CRF/RRF-11ｘ11 Ｗ11×Ｈ11×Ｄ0.1　 透明 PET
CRF/RRF-10ｘ15 Ｗ15.1×Ｈ10.1×Ｄ0.1　 透明 PET
CRF/RRF-10ｘ10 Ｗ10×Ｈ10×Ｄ0.1　 透明 PET

Ｗ9.3×Ｈ9.3×Ｄ0.1　 透明 PET

PET
PET
PET
PET

PET
PET
PET
PET

PET

PET
PET
PET
PET

PET
PET

PET
PET

PET

Ｗ26.5×Ｈ19.5×Ｄ0.1　
Ｗ20.5×Ｈ20.5×Ｄ0.1　
Ｗ22.5×Ｈ22.5×Ｄ0.1　
Ｗ23.3×Ｈ24.8×Ｄ0.1　

8枚取

PET

Ｗ53.3×Ｈ24.8×Ｄ0.1　

PET
PET

Ｗ16.7×Ｈ16.7×Ｄ0.1　
Ｗ23.7×Ｈ16.7×Ｄ0.1　
Ｗ18.4×Ｈ18.4×Ｄ0.1　
Ｗ19.6×Ｈ19.6×Ｄ0.1　

24枚取

DPS-20ｘ27

12枚取

Ｗ8×Ｈ8×Ｄ0.1　
Ｗ9.3×Ｈ9.3×Ｄ0.1　

Ｗ11×Ｈ11×Ｄ0.1　
Ｗ12×Ｈ12×Ｄ0.1　
Ｗ18×Ｈ11.9×Ｄ0.1　
Ｗ18.7×Ｈ12.7×Ｄ0.1　
Ｗ13.7×Ｈ13.7×Ｄ0.1　

40枚取
40枚取
24枚取
24枚取

DPS-21ｘ21
DPS-23ｘ23
DPS-25ｘ23

DPS-17ｘ17
DPS-17ｘ24
DPS-18ｘ18
DPS-20ｘ20

Ａ4判／透明
Ａ4判／透明

Ａ4判／透明

Ａ4判／透明
Ａ4判／透明

DPS-12ｘ18

40枚取
40枚取

Ａ4判／透明
Ａ4判／透明

型式

DPS-12ｘ12

Ａ4判／透明
Ａ4判／透明DPS-13ｘ19

DPS-14ｘ14
DPS-14ｘ20

Ａ4判／透明

24枚取
24枚取

シートサイズ・色 サイズ 取数/1シート

Ａ4判／透明
18枚取
20枚取

Ｗ19.7×Ｈ13.7×Ｄ0.1　

Ａ4判／透明
Ａ4判／透明

18枚取
24枚取
18枚取

Ａ4判／透明

Ａ4判／透明
Ａ4判／透明
Ａ4判／透明

15枚取

Ａ4判／透明
DPS-27ｘ27 Ａ4判／透明

12枚取

Ｗ26.9×Ｈ26.9×Ｄ0.1　 12枚取

DPS-25ｘ53
DPS-26ｘ26 Ｗ26×Ｈ26×Ｄ0.1　

DPS-27ｘ57 Ａ4判／透明 Ｗ56.8×Ｈ26.8×Ｄ0.1　 8枚取

PET
PET

DPS-31ｘ31 Ａ4判／透明 Ｗ30.7×Ｈ30.7×Ｄ0.1　 12枚取
DPS-32ｘ32 Ａ4判／透明 Ｗ31.5×Ｈ31.5×Ｄ0.1　 12枚取

PET
PET
PET
PET

DPS-34ｘ34 Ａ4判／透明 Ｗ33.8×Ｈ33.8×Ｄ0.1　 12枚取
DPS-35ｘ33 Ａ4判／透明 Ｗ33.3×Ｈ34.8×Ｄ0.1　 12枚取

Ａ4判／透明 Ｗ35.7×Ｈ35.7×Ｄ0.1　 12枚取
DPS-35ｘ73 Ａ4判／透明 Ｗ73.3×Ｈ34.8×Ｄ0.1　 4枚取

材質
DPS-8ｘ8
DPS-9ｘ9

DPS-11ｘ11

PET
PET

Ｗ10×Ｈ10×Ｄ0.1　
Ｗ15.1×Ｈ10.1×Ｄ0.1　

40枚取
32枚取

Ａ4判／透明
Ａ4判／透明DPS-10ｘ15

DPS-10ｘ10

DPS-36ｘ76 Ａ4判／透明 Ｗ75.7×Ｈ35.7×Ｄ0.1　 4枚取
DPS-36ｘ36

特定メーカー向カムスイッチ用　フィルム銘板

特定メーカー向カムスイッチ用　でこパッチンシート

PET

型式 サイズ フィルム色 材質
CRF/RRF-53ｘ53Ｃ Ｗ53×Ｈ53×Ｄ0.1　　13φ 透明 PET

DPS-53ｘ53Ｃ Ａ4判／透明 Ｗ53×Ｈ53×Ｄ0.1　13φ 6枚取
型式 シートサイズ・色 サイズ 取数/1シート 材質

TARACO製品の仕様データはWebサイトからダウンロードが可能です。
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左記の作業をTARACOにご依頼頂くことが可能です。
タラコ銘板を採用したいが従来の彫刻銘板のように
手元に届いたらすぐに使いたいという方は作成依頼をご利用ください。

《銘板文字データの作成をご依頼の場合》
■作成文字のご指示をお願いしております。インターネットを利用してご発注される場合は、ご発注フローの中で別ファイルを添付頂
くことができます。図面データや作成文字がわかるデータをあらかじめご用意願います。なお、FAXでのご指示も承っております。出
張先などの場合は、お電話でも結構です。

■TARACOで作成した印字用文字データは、銘板納品後に弊社から銘作くんデータとして、Eメールなどでお客様にお送りしており
ます。次回発注時に添付して頂けば、作成費用が削減できます。

タラコ銘板が完成するまで

タラコ銘板を自分で作る際に必要なもの

フィルム銘板の場合

サンドイッチ銘板の場合

とっても簡単！選べる３つのご注文方法

TARACOへの作成依頼も可能

フィルム銘板 サンドイッチ銘板

1. 「銘作くん」で文字データを作成する

2. 作成した文字データを「でこパッチンシート」に印字する

3. 「でこパッチンシート」からフィルム銘板を取り出す

4. 取り出したフィルム銘板を機器にはさんで完成

1. テプラで文字テープを作成する

3. シートからフィルム銘板を取り出す

1. 「銘作くん」で文字データを作成する

2. 作成した文字テープを白色ベース板に貼る 2. 作成した文字データを「でこパッチンシート」に印字する

4. 取り出したフィルム銘板をはさんで完成

3. 透明カバー板を載せてはさめば完成

TARACOにご発注ください。

※テプラで作成する場合は必要ありません。
TARACOにご発注ください。

※テプラで作成する場合は必要ありません。

TARACOホームページから無料でダウンロード頂く
ことができます。

印刷用フィルムシート（でこパッチンシート）

タラコ銘板ケース

銘板文字作成専用ソフト「銘作くん」

TARACOにご発注ください。

TARACOホームページから無料でダウンロード頂く
ことができます。

銘板文字作成専用ソフト「銘作くん」

印刷用フィルムシート（でこパッチンシート）

※テプラで作成する場合は必要ありません。

お客様でご用意頂くもの

レーザープリンタ
パソコン

銘板文字データの作成から、印刷まで

銘板文字データの作成から、印刷、組み込みまで

100円／1枚

220円／1枚

テプラで作成する場合 フィルム銘板で作成する場合

お客様でご用意頂くもの

レーザープリンタ
パソコン

ＴＡＲＡＣＯのＷｅｂサイトにはオンラインショップが併設されています。
請求書発行でのご注文もＷｅｂ上でお受けしております。
パソコンが不慣れな方でも簡単にご利用頂けるよう、
対話式でご注文できるラクラクショッピングシステムを導入しました。
お気軽にご利用ください。

お急ぎの場合や出張先からのご注文はぜひお電話にてお申し付けください。
「いつでも どこでも だれにでも」のタラコ銘板はお電話でも
丁寧に対応させていただいております。
もちろん相談も受け付けております。
お気軽にお電話ください。

ご注文用紙に記入していただき、あとはFAXするだけ。
折り返しタラコ担当者より確認のご連絡をさせて頂きます。
直送のご指定などの用紙もご用意しております。
お客様の規定のご注文用紙でも結構です。
ご注文お待ちしております。

インターネットで・・・

ＦＡＸで・・・

電話で・・・

当社にて、銘板文字データの作成から、「でこパッチンシート」への印刷まで行います。
お客様は、届いたフィルム銘板を、機器にはめるだけ。

当社にて、銘板文字データの作成から、フィルム銘板への印刷、またフィルム銘板の銘板ケース組み込みまで行います。
銘板完成品としてお届けします。

■フィルム銘板　例）IDEC製 集合表示灯　SLC30N F用

■サンドイッチ銘板　例）だるま銘板　30φ用

TARACOホームページ
www.taraco.net

TARACO直通FAX
044－933－1394

TARACO直通TEL
044－933－1356

タラコ銘板は 即日出荷

翌日出荷
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タラコ製品は「盤屋歴36

年」の弊社が現場の目線で

考えた、製造に携わる多忙

な方々へのお役立ち商品と

してラインナップしておりま

す。「いつでも どこでも だ

れにでも」をコンセプトに開

発した、自分で作成できる

「タラコ銘板」。その作成ツールである「でこパッチンシー

ト」「銘作くん」。新発想のトグルスイッチの盤内取付用架

台である「うまカバー」。個性豊かな商品を多数ご用意し

ております。

リニューアルして
さらにパワーアップ。

アイデアいっぱい！タラコ製品情報 連載!こんなところで活躍

TARACO Webメンバー募集中
メンバー登録で得する ３つのメリット

弊社開発のソフトが無料でダウンロードできます。あの大ヒット中の銘板
文字作成専用ソフト「銘作くん」もここで無料入手できます。

オンラインショップがご利用頂けます。いざという時に役立つタラコ製品
だからこそ、Ｗｅｂでご注文頂けるメリットがあるはず。

新商品やキャンペーンなどのお得な情報が満載のメールマガジンを受
信できます。

TARACO Webサイト
で課題も解決！

今すぐアクセス！　www.taraco.net

カタログとTARACOサイトがつながる「タラコード」
このカタログに記載されているタラコードナンバーをTARACOサイトでご

入力いただきますと、今ご覧頂いている商品がWeb上でダイレクトに開きま

す。お問合せや資料請求、ダウンロードの際は特に便利です。ぜひ、今すぐお

試しください。

※タラコードは各ページの商品特長下、もしくはページ下部に記載しています。

製造現場で活躍するタラコ

製品のエピソードをイラス

ト交えて、ご紹介。タラコ銘

板やうまカバーが、皆様の

製造現場で解決できるヒン

トが、案外見つかるかも？定

番の事例から、意外な使わ

れ方まで、楽しく一気にお

読みいただけます。エピソードの裏話も公開中！ノンフィク

ションだからこそ語ることのできる秘話もぜひ覗いてみて

ください。

大人気の銘板文字

作成専用ソフト「銘

作くん」をはじめ、タ

ラコ銘板の図面か

らFAXご注文用紙

ま で 、す べ て

TARACOサイトか

らダウンロードが可

能です。

充実のダウンロードコンテンツ お悩み解決！お助けナビ
製造にかかわる面倒

や手間。そんな皆様

の「あ～困った」を

TARACOが解決。

診断メニューに当て

はまる項目にチェッ

クしていただくだけ

で最適な商品が見

つかります。

営業日の確認からよく

あるご質問まで、サ

ポートもWeｂサイトで

ご覧頂けますお困りの

ことがあれば、サポー

トダイヤルでも対応さ

せて頂きます。

（044-933-1356）

サポートもオンラインで 中国語ライブラリ
日本語との対照で中

国語の名称を調べる

ことのできる中国語

ライブラリをご用意し

ております厳選した

FA用語がぎっしり。辞

書代わりにお使いく

ださい。

弊社の名物社長、多羅尾に

よる「盤屋さんの社長ブロ

グ」をはじめ、営業マンから

のありがとうブログ、出荷

担当者のつぶやきブログな

ども連載しております。個

性豊かなTARACOメン

バーの綴る日常のひとこと

で弊社のありのままの姿を

ご覧ください。皆様からのコメントお待ちしております。看

板犬もものブログもよろしく。

ブログはじめました。 かんたん！オンラインショップ
タラコ製品はすべてオンラ

インでご注文頂けます。イ

ンターネットでショッピング

の経験がない方でもお使い

頂けるように、対話式でご

発注型式を選定するラクラ

クショッピング機能を搭載。

銘板の作成方法から、オプ

ションの中国語絵文字の作

成まで、お好みのご発注方法を質問に答えていくだけで

オーダーできます。TARACOが目指したのは発注の手間

を半減することです。

1

2

3
4桁ナンバーで一発アクセス！

コードタラ GO

ダウンロード無料

:1026 :1027 :1028 :1029

:1033:1032:1030 :1031
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