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※本製品、パッケージのデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。

ゲーム、ビジネスに最適！ 反射防止 & 0.2 mm 最高反応

GA-287 Ｗ90×Ｈ190×Ｄ5ｍｍ

iPhone 7の耐水性能に合わせて、フィルムにも耐水性能を！！

本製品はiPhoneとフィルムの間に水が入りにくい特殊構造となっているため、水による

ダメージを軽減します。

シリコン吸着層がガラスフィルム全面にほどこされている為、外圧が全面に均等にかかり

従来品よりも割れにくい構造となっています。

旭ガラス製の最硬度9Hガラス使用。衝撃、キズから画面を最大保護。

アンチグレア加工で、光の反射や映り込みを防止して画面が見やすい。

薄さ0.2ｍｍ、究極の指のタッチ反応とスムーズ操作を実現！

透過率96％、より鮮やかな色を再現します。

指紋、皮脂、ファンデーションなど、油分の付着を防止します。

ガラスのフチを丸くカットした手に優しいラウンドエッジ。

万一割れても破片が飛び散らない安全構造です。

簡単に貼り付けできて、気泡が入りにくいフィルムキット付属。
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型　番 JAN 参考売価パッケージサイズ

色の再現とタッチ反応を追求！！ ハイビジョン & 0.2 mm 最高反応

GＨ-287 Ｗ90×Ｈ190×Ｄ5ｍｍ

iPhone 7の耐水性能に合わせて、フィルムにも耐水性能を！！

本製品はiPhoneとフィルムの間に水が入りにくい特殊構造となっているため、水による

ダメージを軽減します。

シリコン吸着層がガラスフィルム全面にほどこされている為、外圧が全面に均等にかかり

従来品よりも割れにくい構造となっています。

型　番 JAN 参考売価パッケージサイズ

旭ガラス製の最硬度9Hガラス使用。衝撃、キズから画面を最大保護。

透過率96％、より鮮やかな色を再現します。

指紋、皮脂、ファンデーションなど、油分の付着を防止します。

ガラスのフチを丸くカットした手に優しいラウンドエッジ。

万一割れても破片が飛び散らない安全構造です。

簡単に貼り付けできて、気泡が入りにくいフィルムキット付属。

■

■

■

■

■

■
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※本製品、パッケージのデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。

気になる視線からプライバシーを守る！ のぞき見 & 指紋・皮脂防止

GN-287 Ｗ90×Ｈ190×Ｄ5ｍｍ

iPhone 7の耐水性能に合わせて、フィルムにも耐水性能を！！

本製品はiPhoneとフィルムの間に水が入りにくい特殊構造となっているため、水による

ダメージを軽減します。

シリコン吸着層がガラスフィルム全面にほどこされている為、外圧が全面に均等にかかり

従来品よりも割れにくい構造となっています。

型　番 JAN 参考売価パッケージサイズ

ガラスフィルムのスタンダード！ 反射防止 &  指紋・皮脂防止

GST-287 Ｗ90×Ｈ190×Ｄ5ｍｍ

iPhone 7の耐水性能に合わせて、フィルムにも耐水性能を！！

本製品はiPhoneとフィルムの間に水が入りにくい特殊構造となっているため、水による

ダメージを軽減します。

シリコン吸着層がガラスフィルム全面にほどこされている為、外圧が全面に均等にかかり

従来品よりも割れにくい構造となっています。

型　番 JAN 参考売価パッケージサイズ

旭ガラス製の最硬度9Hガラス使用。衝撃、キズから画面を最大保護。

アンチグレア加工で、光の反射や映り込みを防止して画面が見やすい。

この１枚で大部分の機能を集約したNEWスタンダードフィルム。

指紋、皮脂、ファンデーションなど、油分の付着を防止します。

ガラスのフチを丸くカットした手に優しいラウンドエッジ。

万一割れても破片が飛び散らない安全構造です。

簡単に貼り付けできて、気泡が入りにくいフィルムキット付属。

旭ガラス製の最硬度9Hガラス使用。衝撃、キズから画面を最大保護。

ブラインド加工が、左右30度外側からの視線をシャットアウト。

指紋、皮脂、ファンデーションなど、油分の付着を防止します。

覗き見防止で透過率70％、透過率にもこだわったフィルムです。

ガラスのフチを丸くカットした手に優しいラウンドエッジ。

万一割れても破片が飛び散らない安全構造です。

簡単に貼り付けできて、気泡が入りにくいフィルムキット付属。
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※本製品、パッケージのデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。

究極のタッチ反応を追求！！ 超最高反応 & 軟性ガラス0.15mm

GT-287 Ｗ90×Ｈ190×Ｄ5ｍｍ

iPhone 7の耐水性能に合わせて、フィルムにも耐水性能を！！

本製品はiPhoneとフィルムの間に水が入りにくい特殊構造となっているため、水による

ダメージを軽減します。

シリコン吸着層がガラスフィルム全面にほどこされている為、外圧が全面に均等にかかり

従来品よりも割れにくい構造となっています。

型　番 JAN 参考売価パッケージサイズ

日本製の最硬度9Hガラス使用。衝撃、キズから画面を最大保護。

薄さ0.15ｍの軟性ガラスが、究極のタッチ反応とスムーズ操作を実現。

指紋、皮脂、ファンデーションなど、油分の付着を防止します。

透過率97％付けていることを忘れてしまう美しさ。

ガラスのフチを丸くカットした手に優しいラウンドエッジ。

万一割れても破片が飛び散らない安全構造です。

簡単に貼り付けできて、気泡が入りにくいフィルムキット付属。
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長時間使用に最適！！ 目の疲れ・かすみ & 指紋・皮脂防止

GB-287 Ｗ90×Ｈ190×Ｄ5ｍｍ

iPhone 7の耐水性能に合わせて、フィルムにも耐水性能を！！

本製品はiPhoneとフィルムの間に水が入りにくい特殊構造となっているため、水による

ダメージを軽減します。

シリコン吸着層がガラスフィルム全面にほどこされている為、外圧が全面に均等にかかり

従来品よりも割れにくい構造となっています。

型　番 JAN 参考売価パッケージサイズ

旭ガラス製の最硬度9Hガラス使用。衝撃、キズから画面を最大保護。
ブルーライト※を約30％カット。目の疲れやかすみを軽減。
指紋、皮脂、ファンデーションなど、油分の付着を防止します。
ガラスのフチを丸くカットして手に優しい。安全な飛散防止加工済。
簡単に貼り付けできて、気泡が入りにくいフィルムキット付属。

■
■
■
■
■

スマートフォンなどのLEDディスプレイに多く含まれる波長が380～500ナノメートルの青色光で、

角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達するため、目に大きな負担をかけると言われています。

ブルーライトとは？
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※本製品、パッケージのデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。

長時間使用に最適！！ ヒビ割れ防止構造 & 目の疲れ・かすみ防止

3GB-287 Ｗ90×Ｈ190×Ｄ5ｍｍ

iPhone 7の耐水性能に合わせて、フィルムにも耐水性能を！ 本製品はiPhoneとフィルム
の間に水が入りにくい特殊構造となっているため、水によるダメージを軽減します。

ガラス周りを弾性素材にすることで、万一の落下やヒビが入りやすい衝撃を効果的に吸収
し、ヒビ割れを防止します。

型　番 JAN 参考売価パッケージサイズ

薄さ0.2ｍｍ最高反応、究極の指のタッチ反応とスムーズ操作を実現！
旭ガラス製の最硬度9Hガラス使用。衝撃、キズから画面を最大保護。
ブルーライト※を約30％カット。目の疲れやかすみを軽減。
指紋、皮脂、ファンデーションなど、油分の付着を防止します。
簡単に貼り付けできて、気泡が入りにくいフィルムキット付属。

■
■
■
■
■

スマートフォンなどのLEDディスプレイに多く含まれる波長が380～500ナノメートルの青色光で、

角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達するため、目に大きな負担をかけると言われています。

ブルーライトとは？

立体加工をほどこすことで、画面のフチの曲面までしっかりカバー！

3DガラスのNEWスタンダード ヒビ割れ防止構造 & 反射防止 0.2 mm 最高反応

3GST-287 Ｗ90×Ｈ190×Ｄ5ｍｍ

iPhone 7の耐水性能に合わせて、フィルムにも耐水性能を！ 本製品はiPhoneとフィルム
の間に水が入りにくい特殊構造となっているため、水によるダメージを軽減します。

ガラス周りを弾性素材にすることで、万一の落下やヒビが入りやすい衝撃を効果的に吸収
し、ヒビ割れを防止します。

薄さ0.2ｍｍ最高反応、究極の指のタッチ反応とスムーズ操作を実現！

旭ガラス製の最硬度9Hガラス使用。衝撃、キズから画面を最大保護。

アンチグレア加工で、光の反射や映り込みを防止して画面が見やすい。

この１枚で大部分の機能を集約したNEWスタンダードフィルム。

指紋、皮脂、ファンデーションなど、油分の付着を防止します。

万一割れても破片が飛び散らない安全構造です。

簡単に貼り付けできて、気泡が入りにくいフィルムキット付属。

■

■

■

■

■

■

■

立体加工をほどこすことで、画面のフチの曲面までしっかりカバー！

型　番 JAN 参考売価パッケージサイズ



http://www.linkageweb.net

株式会社 リンケージ
〒192-0355  東京都八王子市堀之内2-5-8　TEL. 042-679-9488　FAX. 042-679-9750　MAIL. info@linkageweb.net

※本製品、パッケージのデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。

3GT-287 Ｗ90×Ｈ190×Ｄ5ｍｍ

iPhone 7の耐水性能に合わせて、フィルムにも耐水性能を！ 本製品はiPhoneとフィルム
の間に水が入りにくい特殊構造となっているため、水によるダメージを軽減します。

ガラス周りを弾性素材にすることで、万一の落下やヒビが入りやすい衝撃を効果的に吸収
し、ヒビ割れを防止します。

薄さ0.2ｍｍ最高反応、究極の指のタッチ反応とスムーズ操作を実現！

旭ガラス製の最硬度9Hガラス使用。衝撃、キズから画面を最大保護。

指紋、皮脂、ファンデーションなど、油分の付着を防止します。

透過率97％、付けていることを忘れてしまう美しさ。

ガラスのフチを丸くカットした手に優しいラウンドエッジ。

万一割れても破片が飛び散らない安全構造です。

簡単に貼り付けできて、気泡が入りにくいフィルムキット付属。

■

■

■

■

■

■

■

立体加工をほどこすことで、画面のフチの曲面までしっかりカバー！

型　番 JAN 参考売価パッケージサイズ

究極のタッチ反応を追求！！ ヒビ割れ防止構造 & 0.2 mm 最高反応
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