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王子エフテックス  ファンシー紙の古紙リサイクル適性ランク 2017-12-1

銘柄 色 ランク

ＲＭＰ A

アイリスボンド A

アトモス ホワイト   グレー  トパーズ   ブラック   レッド   ブルー A

A

アベニュー クリーム A

あららぎ 細雪   白砂   クリーム   とのこ A

エアメールﾎﾞﾝﾄﾞ ナチュラル   ホワイト A

エコジャパン うすき A

エコラシャ しろ   うすもも   みず   きぬ   きなり   くさ   にゅうはく A

エナジｰ ホワイト   バニラ A

OKAWカード A

OKゴールデンリバ― ホワイト   イエローホワイト A

OKサンドカラー ホワイト   なす   とまと   きゅうり   ペールブルー A

OKミューズガリバーマットCoC ハイホワイト   ホワイト   オフホワイト   アイボリー A

OKミューズガリバーグロスCoC ハイホワイト   ホワイト   オフホワイト A

OKフェザーワルツ さくら   ゆき   しんじゅ   わかくさ   みず   ふじ   ぞうげ A

OKミューズガリバーアールCoC ナチュラル   ホワイト A

OKミューズウエイブ ホワイト   ぞうげ A

OKミューズエディ ホワイト A

OKミューズガリバーエクストラ ホワイトS   ナチュラル   アイボリー A

OKミューズガリバーリラ ホワイトS   ナチュラル   アイボリー A

OKミューズガリバーもみしば ホワイトS   ナチュラル A

ＯＫミューズさざなみ しろ　　さくらねずみ　　わすれなぐさ　　ぞうげ　　ねこやなぎ A

ＯＫミューズバーク しろ　　ねずみ A

ＯＫミューズバナナ ホワイト   ミント   ナチュラル   シルバー   アイボリー A

OKミューズラフィーネ しろ A

OKミューズリンター ホワイト A

OKもみしば 白   淡黄 A

オパール A

オリジ しろ A

アフトンカラー
しんせつ   ゆき   はいあお   うすくりーむ   うすみず
うすもも   しろ

エコジャパンR

うすあお   うすざくら   ゆき   きぬ   こうばい   びゃくぐん
うすくさ   きすいせん   みずはなだ   うすあお   しらちゃ
りんどう   にゅうはく   きなり   うすべにふじ

A

OKミューズコットン

あいじろ　　あじさい　　うすべにふじ　　うすもも　　じゅんぱく
しろ　　しろがね　　しろみどり　　はいざくら　　はいじろ
ふかがわねず　　あおくちば　　あさぎ　　あさはなだ
あさみどり　　あまいろ　　うすあお　　うすあさぎ　　うすこういろ
うすふじ　　うすみず　　うすれもん　　かれは　　ぎんねず　　くさ
くりーむ　　さくら　　さくらがい　　さくらねず　　さけ　　すずらん
ぞうげ　　ちょうじ　　とりのこ　　にゅうはく　　ねこやなぎ
はいあお　　びゃくぐん　　びゃくろく　　ひわ　　ふじ　　みず
みずはなだ

A

OKACカード
しろ   ましろ   うすもも   うすねず   浅黄   うすくさ
淡クリーム   うすみず   銀鼠   水   とのこ

A

純白   浅黄   淡根岸   淡鼠   桜   乳白   象牙   とのこ   日和



P2
グラフィー A

グラフィーエコ シルバーホワイト   パールホワイト   ミネラルホワイト A

グラフィーエコカラー 冬白   素焼   土壁   猫柳 A

A

A

グラフィーテキスト ホワイト A

五感紙  荒目 純白   うすもも   ナチュラル   白土   きなり   クリーム   しら茶 A

五感紙  細目 純白   うすもも   ナチュラル   白土   きなり   クリーム   しら茶 A

コンボス クリーム A

サンフーガ A

サンフォーレ ホワイト   ナチュラル A

GAボード―FS ホワイト   クリーム A

新利休 きぬ   くちなし   はなねずみ A

タフタ ホワイト   クリーム A

つづれ ゆき   ぎんねず   クリーム A

デュ―クブラウン クレタ   ベージ   マイルドグレー A

A

ドン ナチュラル   ハーブ   ホワイト   ミスト A

ニューシンホニー しろ A

ニュート―ン ホワイト   スノー 　　ピンク 　　ブルー 　　ウグイス A

ハーフエア コットン   ヘンプ   コルク A

パウダリー アイボリー  スノー A

ビオトープGA－FS コットンホワイト   ナチュラルホワイト   ストーングレー A

ビオラ ナチュラル   ホワイト A

ビギン グレー   ナチュラル   ホワイト  A

ピンロード ナチュラル   ホワイト A

ふじ ぎんし   しらゆき A

フジパーチ ピンク   ブルー   ホワイト A

フラスコ ホワイト A

フリッター ホワイ   クリーム   グレー A

ブンペル ホワイト A

ポルカレイド メレンゲ   トウフ   ソバ   コンニャク A

  弊社で測定した古紙リサイクル適性ランクです｡

2.製品の改良､銘柄の変更等に伴い､上記の表を更新することがあります｡

3.上記の表に記載されていない銘柄･色のランクにつきましては､下記へお問合せ下さい｡

<お問合せ先> 王子ｴﾌﾃｯｸｽ(株) 営業本部

 印刷特殊紙営業部

            ℡ 03-5550-3100

クリスタルホワイト   ホワイト   パールホワイトGS
ナチュラルGS

A

A

Aサイタン
ホワイト   グリーン   シープ   シルバー   ピンク
リネン   ハイホワイト   ベージュ   クリーム   アイボリー
ナチュラル   パープル   ミント   ブルー

くちなし   くり   サファイヤ   すな   プラチナ   ぼたん
マリン   むぎ   わさび

新アトモス

1.上記の表は､古紙リサイクル対応協議会の「ファンシーペーパー・抄色紙の判定基準」（平成22年2月15日改定)に基づき､

モコ
アイボリー   アクア   ナチュラル   ピュア   ホリゾン   ブルーシュ
イエロッシュ   ベリ―ペール   グレーシュ   パープリッシュ

A

テンカラー 白   リネン   鶯   象牙   浅黄   鼠   淡クリーム   濃クリーム

白   純白   うす水   うす鼠   桜   ブルーホワイト   リネン   象牙
うすクリーム   うす緑   エメラルド   キャメル   サンド   スカイ
ストロー   パープルグレー   ラベンダー   鶯   浅黄   鼠

グラフィーCoC

テンカラーエンボス皮しぼ


