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Option

NEW ITEM NEWS 注目の新作アイテムをピックアップしてご紹介

未掲載
本編
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屋外

付属リモコン

角度調整可

お手頃
プライス エントランスや軒下、

壁面などにロゴを投影。
お客様の目にとまりやすく、効果抜群！！
投影画像はゆっくりと回転させること
もできるのでさらに目立ちます。

ひときわ明るい LEDライトパネル

カラーはホワイトとブラックの2色展開

高輝度・スリム・軽量。
LEDライトパネルのニューフェイス。

高輝度LEDを搭載した明るい
LEDポスターパネル。印刷物
を目立たせます。軽量でスリ
ムなので取り扱いも簡単。

LED投影ロゴ スポットライト ◇1
注文番号 N09H-61773-01
本体価格￥39,000+ 消費税
■サイズ /外寸（本体のみ）：φ100×D185mm、アーム：約
175mm（アームから本体の垂直の長さ）
○防滴仕様（IP65）○電源 /100V○重量 /1.2kg
○セット内容 /本体×1、リモコン×1、取付ビス×3、アンカー
プラグ×3
○投影パターン/静止・回転（時計回りに約45秒で1回転）
23020T25210

ウルトラスリムライトパネル ◇1
注文番号 種別 本体価格

N09H-62250A1B ① A1 ブラック ￥28,000+ 消費税

N09H-62250A1W ② A1 ホワイト ￥28,000+ 消費税

N09H-62250A2B ③ A2 ブラック ￥18,000+ 消費税

N09H-62250A2W ④ A2 ホワイト ￥18,000+ 消費税

N09H-62250A3B ⑤ A3 ブラック ￥11,000+ 消費税

N09H-62250A3W ⑥ A3 ホワイト ￥11,000+ 消費税

N09H-62250A4B ⑦ A4 ブラック ￥9,000+ 消費税

N09H-62250A4W ⑧ A4 ホワイト ￥9,000+ 消費税

N09H-62250B1B ⑨ B1 ブラック ￥36,000+ 消費税

N09H-62250B1W ⑩ B1 ホワイト ￥36,000+ 消費税
■サイズ /外寸：①②609×848mm③④435×601mm⑤⑥312×
427mm⑦⑧224×304mm⑨⑩743×1037mm有効画面寸法：①②
約585×824mm③④約411×577mm⑤⑥約290×405mm⑦⑧約
208×288mm⑨⑩約719×1013mm、パネル厚：10ｍｍ
■素材 /ガラス、樹脂
◯重量 /①②約3.6kg③④約1.8kg⑤⑥約1.2kg⑦⑧約0.6kg⑨⑩約
7.7kg◯電源/①②⑨⑩24V1.5A③④⑤⑥⑦⑧24V750ｍA◯照度/約
4000LUX◯消費電力 /①②18W③④13W⑤⑥9W⑦⑧3W⑨⑩22W
◯付属品 /ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ、スタンドビス×
2本 (⑦⑧A4のみ )
15515T25185

ウルトラスリムライトパネル用
壁掛けフック (2ヶ入 ) ◇1
注文番号 N09H-62251-04
本体価格 ￥300+ 消費税
◯入数 /2ヶ入
15515T25185

ウルトラスリムライトパネル用
スタンドビス (2ヶ入 ) ◇1
注文番号 N09H-62251-03
本体価格 ￥600+ 消費税
◯入数 /2ヶ入
15515T25185

ウルトラスリムライトパネル用アダプター ◇1
注文番号 種別 本体価格

N09H-62251-01 ①750ｍ A ￥2,800+ 消費税

N09H-62251-02 ②1.5A ￥4,500+ 消費税
◯①A2・A3・A4用、②A1・B1用
15515T25185

高輝度スリム軽 量

厚さ

10
mm

コーナー部分

A4には脚（スタンドビス）が
付属していますのでポップスタンド
としてもご利用いただけます。

●⑤A3ブラック●⑧A4ホワイト

ポスターは短辺から
出し入れ

屋内 片面
LED
タイプ

明るい
4000Lux
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ウルトラスリムライトパネル用アダプター ◇1
注文番号 種別 本体価格

N09H-62251-01 ①750ｍA ￥2,800+ 消費税

N09H-62251-02 ②1.5A ￥4,500+ 消費税
◯①A2・A3・A4用、②A1・B1用
15515T25185

ポスターを色鮮やかに表示させる
LEDパネル付きスタンド

屋内 A1 B1 片面 両面イージーライトA ◇1
注文番号 種別 本体価格

N10H-62170A1B ①A1片面 /ブラック
￥52,000+ 消費税

N10H-62170A1S ②A1片面 /シルバー

N10H-62171A1B ③A1両面 /ブラック
￥95,000+ 消費税

N10H-62171A1S ④A1両面 /シルバー

N10H-62172B1B ⑤B1片面 /ブラック
￥64,000+ 消費税

N10H-62172B1S ⑥B1片面 /シルバー

N10H-62173B1B ⑦B1両面 /ブラック
￥115,000+ 消費税

N10H-62173B1S ⑧B1両面 /シルバー

■サイズ /外寸：①②W640×D475×H1180mm③④W640×D660×H1180mm⑤
⑥W774×D570×H1300mm⑦⑧W774×D660×H1300mm、有効画面寸：①〜
④W588×H835mm⑤〜⑧W722×H1024mm
■素材 /アルミ、樹脂
◯重量/①②4kg③④5.65kg⑤⑥6.35kg⑦⑧10.1kg◯消費電力/①②28W③④56W
⑤⑥33W⑦⑧66W◯照度 /①〜④約4000LUX⑤〜⑧約3500LUX
11515T25105

◯屋内のレストラン街でも目立ちます。
◯地下街・ショッピングモールなどのエントランスに
◯アパレルショップや百貨店などで高級感を演出したい時に

トレンドの角型コーナー

屋内用だから
実現したプライス

③A1両面 /ブラック②A1片面 /シルバー

4000LUX（A1）
3500LUX（B1）

屋内でも目立つ明るさ

■�クオリティは更に進化！
■�長寿・省電力のLEDで経済的
■�軽量タイプなので取扱が簡単です
■�厚さが16mmと薄型なので省スペース

明るい 長持ち 影ムラ
なし

LEDなのでイージーライトパネルver2.0
明るくスリムなLEDパネル
費用対効果抜群! 
展示会から飲食店のメニュー、
また駅構内・百貨店の広告など
幅広い用途でご利用頂いております。
フレームはアルミ製なので、
アクリルよりも軽く、取扱が簡単。

●①A1ブラック

屋内
LED
タイプ

26mm

16
m
m

透明板：PET1mm厚

イージーライトパネルver2.0 ◇1
注文番号 カラー サイズ 外寸（mm） 有効画面寸（mm） 重量 消費電力 照度 本体価格

N10H-62160A1B ①ブラック
A1 W641×H888 W589×H836 2.25kg 28W 約4000lux ¥ 40,000 + 消費税

N10H-62160A1S ②シルバー

N10H-62160A2B ③ブラック
A2 W467×H641 W415×H589 1.69kg 19W 約4000lux ¥ 26,000 + 消費税

N10H-62160A2S ④シルバー

N10H-62160A3B ⑤ブラック
A3 W344×H467 W292×H415 0.98kg 14W 約4000lux ¥ 18,500 + 消費税

N10H-62160A3S ⑥シルバー

N10H-62160A4B ⑦ブラック
A4 W257×H344 W205×H292 0.65kg 10W 約4000lux ¥ 13,000 + 消費税

N10H-62160A4S ⑧シルバー

N10H-62160B1B ⑨ブラック
B1 W775×H1077 W723×H1025 3.95kg 33W 約3500lux ¥ 50,000 + 消費税

N10H-62160B1S ⑩シルバー

N10H-62160B2B ⑪ブラック
B2 W562×H775 W510×H723 2.89kg 20W 約3500lux ¥ 31,500 + 消費税

N10H-62160B2S ⑫シルバー

N10H-62161BLK ⑬ブラック A1
ハーフ

W344×H888 W292×H836 1.25kg 28W 約4000lux ¥ 31,500 + 消費税
N10H-62161SLV ⑭シルバー

○フレーム幅/26mm○フレーム厚/16mm○素材/フレーム：アルミニウム、クリアカバー：PET透明1mm厚○色温度/6500K○LED寿命/約40000時間○電源/AC・DC12V○光源/LEDエッジライト方式
○付属品/中間スイッチ、ACアダプター○裏側に吊り具付き（A4・A3・A2・B2が2ヵ所、A1・B1・A1ハーフが4ヵ所○A2・A1・B1にはフレーム短辺サイド内側に壁直付け用の穴が空いています（φ3mm）
11515T25105

シャープな角型コーナーひときわ明るくなりました

壁面取付もOK

●②A1シルバー
スリムな16mm厚

16mm

おなじみの四方開閉式

従来の
約2倍
の明るさ

店内でも目立つ明るさ
■軽量でスリム、
　なんとB1サイズで
　4kg以下
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人気のライトパネルがより明るくなって新登場

アクリルライトパネル ver2.0

アクリルライトパネル ver2.0 ◇1
注文番号 種別 本体価格

N11H-62215-A1 ① AC-A1 ¥53,000 + 消費税

N11H-62215-A2 ② AC-A2 ¥33,000 + 消費税

N11H-62215-A3 ③ AC-A3 ¥21,000 + 消費税

N11H-62215-A4 ④ AC-A4 ¥13,000 + 消費税
■サイズ /本体：①W684×H932②W510×H685③W347×H471④W260×
H348、有効画面：①W584×H832②W410×H585③W287×H411④W200
×H288、ACアダプターコード長：約2.3m、本体コード長：約1.1m
■素材 /フレーム：アクリル
◯重量 /①8.9kg②5.6kg③2.6kg④1.4kg○電源 /AC・DC(12V)
○照度 /約2400LUX◯消費電力 /①28W②14W③7W④4W
○付属品 /ACアダプター、壁面取付用ビス、足（④AC-A4のみ）
※補修用パーツを別売しています。131ページをご覧ください。
15515T25195

屋内
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LED
タイプ

LED
タイプ

使用イメージ

③AC-A3

フレーム部分が
スリムに

なりました
28mm  ➡ 20mm

屋内

品質と性能を磨いた新構造の LEDパネル

PGライト LED スリム 32R ◇0 -2
種別 注文番号（壁付仕様） 注文番号（スタンド仕様） 本体価格 種別（けやき） 注文番号（壁付仕様） 注文番号（スタンド仕様） 本体価格

① A1 N11H-61300A1 N11H-61751A1 ¥70,000 + 消費税 ① A1 N11H-61302A1K N11H-61752A1K ¥73,000 + 消費税

② A2 N11H-61300A2 N11H-61751A2 ¥50,000 + 消費税 ② A2 N11H-61302A2K N11H-61752A2K ¥53,000 + 消費税

③ A3 N11H-61300A3 N11H-61751A3 ¥42,000 + 消費税 ③ A3 N11H-61302A3K N11H-61752A3K ¥44,000 + 消費税

④ B1 N11H-61300B1 N11H-61751B1 ¥93,000 + 消費税 ④ B1 N11H-61302B1K N11H-61752B1K ¥96,000 + 消費税

⑤ B2 N11H-61300B2 N11H-61751B2 ¥61,000 + 消費税 ⑤ B2 N11H-61302B2K N11H-61752B2K ¥63,000 + 消費税

⑥ B3 N11H-61300B3 N11H-61751B3 ¥48,000 + 消費税 ⑥ B3 N11H-61302B3K N11H-61752B3K ¥50,000 + 消費税

PGライト LED スリム 32S ◇0 -2
種別 注文番号（壁付仕様） 注文番号（スタンド仕様） 本体価格 種別（けやき） 注文番号（壁付仕様） 注文番号（スタンド仕様） 本体価格

① A1 N11H-61658A1 N11H-61753A1 ¥71,000 + 消費税 ① A1 N11H-61658A1K N11H-61753A1K ¥74,000 + 消費税

② A2 N11H-61658A2 N11H-61753A2 ¥51,000 + 消費税 ② A2 N11H-61658A2K N11H-61753A2K ¥54,000 + 消費税

③ A3 N11H-61658A3 N11H-61753A3 ¥43,000 + 消費税 ③ A3 N11H-61658A3K N11H-61753A3K ¥45,000 + 消費税

④ B1 N11H-61658B1 N11H-61753B1 ¥94,000 + 消費税 ④ B1 N11H-61658B1K N11H-61753B1K ¥97,000 + 消費税

⑤ B2 N11H-61658B2 N11H-61753B2 ¥62,000 + 消費税 ⑤ B2 N11H-61658B2K N11H-61753B2K ¥64,000 + 消費税

⑥ B3 N11H-61658B3 N11H-61753B3 ¥49,000 + 消費税 ⑥ B3 N11H-61658B3K N11H-61753B3K ¥51,000 + 消費税
【共通】
■サイズ /外寸：①639×886mm②465×639mm③342×465mm④773×1075mm⑤560×773mm⑥409×560mm、画面寸法：①572×819mm②398×572mm③275×
398mm④706×1008mm⑤493×706mm⑥342×493mm、フレーム幅：32mm、本体厚み：25mm
■素材 /フレーム：アルミ押出型材、コーナー素材：ABS樹脂成型品、コーナー金具：ステンレス、開閉用バネ：ステンレス、表面カバー：透明アクリル1.5mm厚、背板：アルミ複合板1mm厚（裏面白色）
○重量 /①6.2kg②3.3kg③2.1kg④8.7kg⑤4.7kg⑥2.7kg○導光板 /アクリル4mm厚ドット印刷方式○ LED光源 /高輝度白色 LED（国産）約5700K○コード長 /約1500mm
○ LED個数 /①81②57③42④144⑤72⑥51○光源配置 /長手1辺（④のみ短手天地）消費電力 /①12.1W②8.2W③6.0W④21.0W⑤10.4W⑥7.5W
○アダプター /12V／2.08A（④のみ3.33A）○照度 /①3600lx②3700lx③3600lx④3400lx⑤3600lx⑥3700lx　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23525F30165

Bブラック　Sシルバー　Wホワイト色品番 品番＋色品番でご注文ください。 例：N11H-61300A1S

PG 32R PG 32S
シルバー
ブラック
ホワイト
けやき

シルバー
ブラック
ホワイト
けやき

PG32R PG32S未掲載
本編

壁付仕様 スタンド仕様

壁付仕様とスタンド
仕様ではコードの
位置が異なります。
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未掲載
本編

ポスターやオプションの透明板・
ネット・パンチングプレートは上下
段ともに上から落とし込みます。

透明板・ネット・パンチングプレートは別売のオプションとなります（P.33に掲載しています）。

画像はCG画像です。実際の商品とは若干異なる場合がございます。

本体には専用の透明板・ネット・パン
チングネットは付属しておりません。
用途に応じて別途ご購入ください。

オプションを使って様々な展開が可能なポスタースタンド

●①ブラック

本体●①ブラック＋
PET透明板×2セット

本体●①ブラック＋
PET透明板＋専用ネット

●①底面

●①S

●②底面

●② L

本体●①ブラック＋PET透明板＋
専用パンチングプレート

●②シルバー

ツインポスタースタンド ◇1
注文番号 種別

N12H-61795-01 ①ブラック/本体のみ

N12H-61795-02 ②シルバー /本体のみ

本体価格 ￥33,000+ 消費税
■サイズ /外寸：W560×D500×H1565mm、ポスター見寸：
W500×H686mm■素材 /スチール
◯重量/約6.8kg◯キャスター×4（ストッパー付き×2、ストッパー無し×2）
※専用の透明板・ネット・パンチングネットは別売
15515T25145

組立

両面 屋内

B22段

透明板+ポスター

掲載ページ

P.33

掲載ページ

P.86

ずっしりと安定感のあるスチール製のポスタースタンド。

注水タンクのニュースタンダード・デザインと機能性を共に進化させた注水タンク。
・スクエア基調のモダンなデザイン。
・スタッキングも可能。SとL組み合わせてのスタッキングOK。

両面B2 屋外

脚にはチェーンやロープなどを
取り付けられる金具がついています。
（チェーンやロープは別売）

アーチAスタンド ◇1
注文番号 N12H-61798-01
本体価格￥32,000+ 消費税
■サイズ/外寸：W584（開き止め金具含まず）×D640
×H985mm、透明板サイズ：W537×H750mm
■素材 /スチール、PVC0.5mm厚、マグネット
◯重量/約11.5kg◯透明板の4辺にマグネット付き
◯透明板表面はマット調※屋外でご使用の際は軒下
など雨の影響のない場所でご使用ください。また
はポスターに防水加工を施してください。
13515T25165

スタックウエイト ◇1
注文番号 種別 本体価格

N12H-62083-01 ①S ￥1,100+ 消費税

N12H-62083-02 ② L ￥1,500+ 消費税
■サイズ：①W500×D180×H87mm②W500×D180×H160mm
■素材 /樹脂成型品
◯重量 /①5kg(満水時 )②10.5kg(満水時 )
11515T25145
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有効奥行きが70mmの個性的なフレーム。ブラックボードとミラーをご用意しました。

ボード用マーカーで書き消しできて、
マグネットでポップを貼りつけることも
できるボード。

木調フレームで演出効果の高い
アクリル製ミラー

シェルフレームマーカーボード ◇1
注文番号 N13H-62044-01
本体価格 ￥9,800+ 消費税
■サイズ /外寸：640×940mm、厚さ：80mm、ブラックボー
ド面：600×900mm、内寸奥行き70mm
■素材 /フレーム：樹脂、ボード：スチール
◯重量 /5.0kg◯背面に吊り金具4ケ付き
◯背面4隅にL型アングル◯紐付き
21020T30250

シェルフレームミラー ◇1
注文番号 N13H-62045-01
本体価格 ￥12,000+ 消費税
■サイズ /外寸：640×940mm、厚さ：80mm、内寸：600×
900×奥行き70mm
■素材 /フレーム：樹脂、鏡：アクリル
◯重量 /約5.0kg◯背面に吊り金具4ケ付き
◯背面4隅にL型アングル◯紐付き
21020T30250

屋内片面マーカー用

屋内片面

マグネットも
OK

アクリルミラー

ブラックボード面はボード用
マーカーで書き消しできます。

背面には吊り金具
付き

内寸の奥行きが
70mmあるので、
POPや装飾品を
展示できます。

背面には吊り金具
付き

内寸の奥行きが
70mmあるので、
POPや装飾品を
展示できます。

70mm

70mm

※小物は付属していません

※切文字は別途

NYワイドメディアフレーム ◇1
注文番号 種別 本体価格

N13H-62040A1B ①A1／ブラック

￥12,000+ 消費税N13H-62040A1G ②A1／グレー

N13H-62040A1W ③A1／ホワイト

N13H-62040B1B ④B1／ブラック

￥16,000+ 消費税N13H-62040B1G ⑤B1／グレー

N13H-62040B1W ⑥B1／ホワイト

■サイズ /外寸：①②③：717×965mm④⑤⑥852×1155mm、有効表示寸法：①②③577×
825mm④⑤⑥712×1015mm、厚さ：35mm
■素材 /フレーム：PS樹脂、ボード：MDF3mm、透明板：PSボード2mm、ダンボール
◯背面に吊り金具4ケ付き◯背面4隅にL型アングル◯紐付き◯重量/①②③4.3kg④⑤⑥5.1kg
13515T25195

NYフレーム ◇1
注文番号 種別 本体価格

N13H-62042A1B ①A1／ブラック

￥9,000+ 消費税N13H-62042A1G ②A1／グレー

N13H-62042A1W ③A1／ホワイト

N13H-62042A2B ④A2／ブラック

￥7,000+ 消費税N13H-62042A2G ⑤A2／グレー

N13H-62042A2W ⑥A2／ホワイト

N13H-62042B1B ⑦B1／ブラック

￥13,000+ 消費税N13H-62042B1G ⑧B1／グレー

N13H-62042B1W ⑨B1／ホワイト

N13H-62042B2B ⑩B2／ブラック

￥8,500+ 消費税N13H-62042B2G ⑪B2／グレー

N13H-62042B2W ⑫B2／ホワイト

■サイズ /外寸：①②③：680×927mm④⑤⑥506×680mm⑦⑧⑨811×1115mm⑩⑪
⑫600×811mm、有効表示寸法：①②③586×833mm④⑤⑥412×586mm⑦⑧⑨717
×1021mm⑩⑪⑫506×717mm、厚さ：20mm
■素材 /フレーム：PS樹脂、ボード：MDF3mm、透明板：PSボード2mm、ダンボール
◯背面に吊り金具4ケ付き◯背面4隅にL型アングル◯紐付き◯重量 /①②③3.4kg④⑤⑥
1.9kg⑦⑧⑨4.7kg⑩⑪⑫2.6kg
12515T25165

欧米で人気のウッディフレーム。
存在感のあるデコラティブなポスターフレーム。

屋内

屋内

②A1／グレー

①A1／
　ブラック

⑫B2／
　ホワイト

⑤A2／
　グレー

⑨B1／
　ホワイト

③A1／ホワイト ④B1／ブラック

NY風テイスト

掲載ページ

P.156

掲載ページ

P.179

掲載ページ

P.179
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●①ブラック

②グレー

背面

BOXタイプの
ピンナップケース。

本格的な相撲番付はもちろん、和風レストラン、
お土産店、宿泊施設など、増え続ける
インバウンド向けの店舗に最適です。

ユニフォームを簡単に飾れるフレーム。スポーツバーやスポーツ会場などにおすすめ

シンプルタ
イプ

フロントオー
プンタイプ

底板を後ろから外して
ユニフォームを入替え

レストランやカフェ、美容室などの
メニュー・プライス表示におすすめ。
ピンナップ仕様なのでポスターの
差し替えが簡単。

前面を開けて
ユニフォームを入替え

前面オープンでユニフォームに入替えが簡単

付属の専用ハンガー
シンプル・フロントオープン
タイプ共通

側面にある2カ所
のロックを解除する
だけで開きます。

長辺に吊金具が付
いていますので、
付属の吊り紐を通
して壁面に展示で
きます。（フロント
オープンも共通）

立体額

ユニフォーム額

164

526

ユニフォーム額シンプルタイプ ◇0 -1
注文番号 N14H-61502-01
本体価格 ￥35,000+ 消費税
■サイズ/外寸：924×764×47mm、収納内寸：890×730×30mm
■素材 /木製、透明板：アクリル
○重量 /約5.5kg○専用ハンガー×1付き
19515L25175

屋内片面 屋内片面

ユニフォーム額フロントオープンタイプ◇0 -1
注文番号 N14H-61502-02
本体価格 ￥47,000+ 消費税
■サイズ/外寸：922×760×49mm、収納内寸：892×732×29mm
■素材 /木製、透明板：アクリル
○重量 /①約5.7kg○専用ハンガー×1付き
17515E25155

アンティークピンケース ◇1
注文番号 種別

N14H-62046-01 ①ブラック

N14H-62046-02 ②グレー

本体価格 ¥9,000+ 消費税
■サイズ /外寸：355×530mm、見寸：315×490mm
■素材 /フレーム：樹脂、バックボード：MDF3mm厚、透明板：
アクリル、底板：コルクと荒い麻地◯背面に吊り下げ金具付き
◯付属品 /透明ピン◯重量 /約2.0kg
17515T25175

屋内片面

コルク＋荒い麻地

23mm

30mm

20mm

17mm

約18mm

3mm MDF

透明板

背面

背面

フロントオープン
開け閉めが簡単な
マグネット式

ピンを挿してポスターを固定します

高級感
のある
麻地調 ピン

ネオジム磁石

ネオジム磁石

コルクでは
出せない雰囲気を
演出します

掲載ページ

P.480

掲載ページ

P.480

Japanese Style 番付額 ◇0 -1
注文番号 N14H-62231-01
本体価格 ￥15,000+ 消費税
■サイズ /本体：W528×H787mm、収納用紙サイズ：580×
441mm(一般的なA1サイズのタテヨコの -20mm程度 )
■素材 /天然木、MDF、ガラス
37030M30380

片面

未掲載
本編
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掲載ページ

P.224

掲載ページ

P.229

掲載ページ

P.216

スポーツ観戦、イベント会場等に最適なバナーA
軽量で設営、
持ち運びが
簡単な画期的
バナースタンド。

片面

600mm

750
1000
mm

～

Sports Event

チチ

チチ チチ

チチ

両面

両面の場合はメディアの
センターでデザインの天
地を変えてください。 600mm

1600
2000
mm

～

1/2
1/2

Sports Event

Sports Event

チチ チチ

チチチチ

※チチは要縫製

屋内片面 両面 屋外
●①両面連結時

●①片面仕様時●①片面仕様時

●②両面仕様時

●②両面仕様時

ウエイトは
P.95に掲載

実用新案
申請中

バナーA ◇1
注文番号 種別

N15H-61806BLK ①黒

N15H-61806WHT ②白

本体価格 ￥6,800+ 消費税
■サイズ/本体：Ｗ620×Ｄ610×H680～1050mm、

メディアサイズ：片面Ｗ600×750～1000mm、両
面Ｗ600×1600～2000mm

※両面メディア制作の場合、デザインにご注意ください。
■素材 /フレーム：アルミ、樹脂
◯横パイプφ25mm◯収納袋付き◯メディア別途
◯推奨メディアの素材 /ポンジ、トロピカル（チチ付加工必要）
◯セット内容 /本体×1、収納袋×1、パイプ×3本、パイプ

キャップ×8ヶ、連結キャップ×3個、チチ止めクリップ×4
14515 T 25165

バナーのハトメ穴に付属のゴム紐を
通してフレームと固定します。

杭で地面に固定できます。

屋内、屋外のスポーツ観戦、イベント会場等に最適!

① W1200
② W2400

屋内 屋外 両面 片面

Aフレーム ◇1
注文番号 種別 本体価格

N15H-61800-01 ①W1200 ￥13,000+ 消費税

N15H-61800-02 ②W2400 ￥19,000+ 消費税
■サイズ /[設置時外寸 ]横幅：①Ｗ1360mm②Ｗ2680mm、奥行き（①②共通）

650 or 920mm（2段階に調整可能）、総高（①②共通）：1060mm（奥行きが
650mm時） or 980mm（奥行きが920mm時）

■素材 /フレーム：アルミ・樹脂、フック：ゴム紐・樹脂○推奨バナー素材：ターポリン 
○対応バナーサイズ /① W1180×H880mm② W2490×H880mm○付属品

/①ゴムフック×26本､ハトメφ12×18セット､杭×4本 ②ゴムフック×30本､ハトメ
φ12×22セット､杭×6本○収納ケース付き○ハトメ加工必要※バナーメディア別途

14515 T 25165

組立

奥行きが650mmの時、
新タイプ注水置台が
使用できます（P.66掲載）

しっかりとした
幅広40mmフレーム

屋外でも使えるアウトドア
仕様のバナースタンド

セットアップが簡単なロールアップ式 取り外し可能な注水タンク式。
設置時に安定します

ポール先端の、横バーを支える
フックも太く頑丈な構造になっ
ています。

注水タンク
容量：8.5L

耐 衝 撃 対 策

アウトドアダブル
ロールスクリーン ◇1
注文番号 N15H-61441-01
本体価格 ￥28,000+ 消費税
■サイズ /外寸（設置時）：W875×D350×H1000～2050mm、バナーサイズ：

W850×H1000～2100mm（上部バー約10mm、下部約60mmは器具に入
ります）■素材 /アルミ・樹脂

○重量 /6.8kg（タンク水無し状態）○注水タンク容量 /8.5L○バナー取付 /上部ク
リップ式、下部テープ貼付○推奨バナー素材 /ターポリン・合成紙（ユポ）0.15～
0.35mm厚○収納ケース付※バナーメディア別途

11515 T 25125

両面屋外 高さ
調節収納袋付

衝撃を和らげるスプリング付
強い風や人があたったときの衝撃を
和らげる倒れにくい構造。
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ご使用上の注意

ワンタッチでロック解除！

【1】�簡単な操作で誰でもナット機能の解除が行える。
【2】�許容荷重は6800N！！�強度が必要な箇所にも安心。
【3】�一目で見てわかる安全確認マーキング付き。

フリーアジャストナット M16　ワンタッチでロック解除！

●使用方法

使用例 .1 使用例 .2

使用例 .3

使用例 .4

フリーアジャストナットの外装部のツバを持ち、
上方向に引き上げることで、ナット機能が解除さ
れ、任意の位置に移動させることができます。

小〜中型の加工機器、アミューズメント機器、その他産業機器、
テーブル、作業台などの段差のある場所でのレベル取りに。

●筐体に取り付ける際は、筐体側にM24�P3.0のめねじ加工（有効ねじ部15mm以上）が必要です。●本製品を筐体に取り付ける際にはスパナでの締付けが可能
です。（スパナ径24mm）※最大締付トルク85N・m●稼働後は本体下部の赤いマーキングが完全に隠れていることを確認してください。●強い衝撃を加えるなど、
許容荷重を超えるような使用はしないでください。●荷重がかかった状態でカバーを引き上げないでください。●アジャスターとして使用する場合は、必ずダブルナッ
トで締結してください。●φ16内径部にボルトなどを挿入する際は、必ず貫通（65.5mm以上）した状態でご使用ください。

作業現場や仮設現場、イベントスペースでのスロープの
設置などに。

送りねじに使用することで、任意の箇所への自由な
スライド調整とねじによる微調整が可能に。
（※台形ねじなどの精密ねじには対応しておりません。）

頻繁に取り外しを行う冶具やワーク、機械カバーの簡易固定に。

手を離すと外装部が元の位置に戻ります。
この時、安全確認用のマーキングが隠れ
ていることを必ず確認してください。

施工完了！

フリーアジャストナットM16用 ◇1
注文番号 N16H-SCPME001
本体価格 ￥3,500+ 消費税
■素材 /FAナット：亜鉛ダイカスト、バネ抑え板：スチールユニクロメッキ、
押しバネ：ステンレス、丸R型トメワ：鉄、Oリング：シリコン
32030F30350

未掲載
本編
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アクリルマグフレーム スリム ◇1
注文番号 種別 本体価格

N17H-60311-05 ①B7 ￥1,280+ 消費税

N17H-60311-06 ②B6 ￥1,900+ 消費税
■サイズ /①119×159mm②159×209mm、厚さ：10mm
■素材 /透明アクリル5mm厚（×2枚 )
○0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
27020T25210

●①100角

●③小

●①大

●②中

●②背面

●②A7 ●③B7 ●④A6 ●⑤A5

ウッドプライサー ◇1
注文番号 種別 本体価格

N17H-61725-01 ①100角 ￥3,200+ 消費税

N17H-61725-02 ②A7 ￥3,000+ 消費税

N17H-61725-03 ③B7 ￥3,100+ 消費税

N17H-61725-04 ④A6 ￥3,600+ 消費税

N17H-61725-05 ⑤A5 ￥5,100+ 消費税
■サイズ/外寸：①W101×D30×H121mm②W106×D30×H90mm
③W129×D30×H110mm④W149×D30×H126mm⑤W211
×D30×H179mm、中紙サイズ：①W101×H109mm②W106×
H83mm③W129×H100mm④W149×H114mm⑤W211×
H157mm
■素材 /ブナ材クリア塗装、透明アクリル8mm厚、ネオジム磁石
15515T25175

喫煙場所標識プレート ◇0 -1
注文番号 種別 本体価格

N17H-62223-01 ①803-201

￥900
+ 消費税

N17H-62223-02 ②803-211

N17H-62223-03 ③803-221

N17H-62223-04 ④803-231

N17H-62223-05 ⑤803-241

N17H-62223-06 ⑥803-251

N17H-62223-07 ⑦803-261

N17H-62223-08 ⑧803-271

N17H-62223-09 ⑨803-281

N17H-62223-10 ⑩803-291

N17H-62223-11 ⑪803-301

N17H-62223-12 ⑫803-311

N17H-62223-13 ⑬803-321

N17H-62223-14 ⑭803-331

N17H-62223-15 ⑮803-341

N17H-62223-16 ⑯803-351

■サイズ /約H300×W200mm、厚み：1.2mm
■素材 /エコユニボード
◯2.5mｍ穴4スミ
28020X25240

喫煙場所透明ステッカー ◇0 -1
注文番号 種別 本体価格

N17H-62225-01 ①807-80

￥1,600
+ 消費税

N17H-62225-02 ②807-81

N17H-62225-03 ③807-82

N17H-62225-04 ④807-83

N17H-62225-05 ⑤807-84

N17H-62225-06 ⑥807-85

N17H-62225-07 ⑦807-86

N17H-62225-08 ⑧807-87

N17H-62225-09 ⑨807-88

N17H-62225-10 ⑩807-89

N17H-62225-11 ⑪807-90

N17H-62225-12 ⑫807-91

N17H-62225-13 ⑬807-92

N17H-62225-14 ⑭807-93

N17H-62225-15 ⑮807-94

N17H-62225-16 ⑯807-95

■サイズ /約H150×W100mm
■素材 /透明ペットフィルム
◯5枚1組
28020X25240

木製の台座が高級感を漂わせます。
木製台座と8mm厚の
アクリルでポップを
サンドするだけ。
ポップの取替が簡単。

2020年4月1日より原則屋内禁煙になり、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、
指定された標識の掲示が義務付けられました。

B7、B6が新登場U型名札に脚を付けたPOPカード立て。

片面

掲載ページ

P.361

未掲載
本編

●①

●⑤

●⑨

●⑬

②

●⑥

●⑩

●⑭

●③

●⑦

●⑪

⑮

●④

●⑧

●⑫

●⑯

標識とステッカータイプの２種類。
デザインは同一です。

100角・A7・A6・A5はP.359に掲載。

未掲載
本編

未掲載
本編

●①B7
●②B6

ラチェットカード立　ピン無 ◇1
注文番号 種別 本体価格

N17H-62221-01 ①大 ￥170+ 消費税

N17H-62221-02 ②中 ￥150+ 消費税

N17H-62221-03 ③小 ￥130+ 消費税
■サイズ /中紙：①90×55②50×38③50×25mm
■素材 /本体：①PS②③アクリル、ラチェット部：PC
◯15度毎ラチェット機構付き◯入数 /1ケ
18515T25175

角度
調節

●①大はネットや紐などに引っ
かけることができます。
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LEDサウンドアイスペール ◇1
注文番号 種別 本体価格

N18H-62255-01 ①W270 ￥37,000+ 消費税

N18H-62255-02 ②オーバル￥39,000+ 消費税
■サイズ/①W270×D270×H300②W290×D250×H260
■重量 /1.3kg■素材 /ポリエチレン
◯消費電力/5W◯連続使用時間/ランプ使用時：8〜12時間、
ランプ・音楽使用時：5〜6時間◯Bluetooth・スピーカー付
14515T25165

未掲載
本編

未掲載
本編

ポーションラックシリーズに新アイテムが登場

紙コップ＆フタディスペンサー ◇1
注文番号 N18H-61990-01
本体価格 ￥9,200+ 消費税
■サイズ/外寸：W342×D112×H355mm、
コンパートメント内寸：W109×D103mm
■素材 /ABS樹脂
◯重量 /1.63kg◯壁掛け用のマウント付き
12515T25165

紙コップ＆
フタディスペンサー 2列2段 ◇1
注文番号 N18H-61990-02
本体価格 ￥7,400+ 消費税
■サイズ/外寸：W214×D224×H309mm、
コンパートメント内寸：W103×D106mm
■素材 /ABS樹脂
◯重量 /1.28kg◯壁掛け用のマウント付き
12515T25165

ポーションオーガナイザー ◇1
注文番号 N18H-61991-01
本体価格 ￥5,600+ 消費税
■サイズ/外寸：W165×D245×H342mm
■素材 /ABS樹脂
◯重量 /0.74kg
12515T25165

バーオーガナイザー ◇1
注文番号 N18H-61992-01
本体価格 ￥2,900+ 消費税
■サイズ /外寸：W88×D237×H132mm、
コンパートメント内寸：W36×D27×
H70mm、W79×D40×H70mm、W79
× D72 × H102mm、W79 × D72 ×
H125mm
■素材 /ABS樹脂
◯重量 /0.46kg
12515T25165

ラタン調収納バスケット ブラウン ◇1
注文番号 N18H-62235-01
本体価格 ￥2,400+ 消費税
■サイズ/本体：W380×D260×H230mm、底：320mm×200mm
■素材 /ポリプロピレン、スチール
17515M25175

表面は汚れや指紋に
強いシボ加工

傘滴とり HD ◇0 -2
注文番号 種別 本体価格

N18H-56510-1＊ ①本体 ¥130,000 + 消費税

N18H-56510-2＊ ②スペア吸水パッド ¥8,350 + 消費税
■サイズ /①W940×D334×H852
■素材 /ボディ：ステンレス、吸水パッド：マイクロファイバーモール糸
○重量 /①約28kg
23525A30295

世界的にプラスチックの削減の流れに。
傘の雨滴を素早く吸収、傘袋の削減につながります。

天然素材風の収納バスケット。
プラ素材なので汚れも安心。

光って、音が鳴るアイスペール。
パーティーや野外イベントなどで
おすすめです。

掲載ページ

P.730

スマホやPCなどから
Bluetooth で音楽を再生

リモコンでON・
OFF、色変更、
ボリュームなど
が操作できます。

未掲載
本編

●①W270

●①使用例

●②使用例

底面には電源ボタン、
充電コード差込口、
スピーカーが
付いています。

●②オーバル

LED
タイプ




