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頁 商品・品番 修正箇所 誤 正

固定フックAB　B1011 スペック クロームメッキ ニッケルメッキ

固定フックA　　B1007 スペック クロームメッキ ニッケルメッキ

62 エンドキャップ　MC-10E 仕様変更

BS-32R-R 仕様変更

MC-6H 仕様変更

69 CE-3 仕様変更  

A2　重量　0.9kg 1.2kg

A3　重量　1.2kg 0.9kg

スペック バックボード：（外・P）　アルミ板1.0mm アルミ板複合板3.0mm

B1 屋外　               \22,000 ¥19,000

B1 パックシート仕様　\25,000 ¥22,000

B2 屋外　             　\15,000 ¥13,000

B2 パックシート仕様　\17,300 ¥15,300

B3 屋外　               \11,500 ¥10,000

A1 屋外　               \17,000 ¥15,000

A1 パックシート仕様　\19,700 ¥17,700

A2 屋外　               \12,000 ¥11,000

A2 パックシート仕様　\13,850 ¥12,850

A3 屋外　             　\10,000 ¥9,500

スペック バックボード：（外・P）　アルミ板1.0mm アルミ板複合板3.0mm

B1 屋内　               \24,000 ¥22,000

B1 屋外　               \28,000 ¥24,000

B1 パックシート仕様　\31,000 ¥27,000

B2 屋内　               \17,000 ¥15,000

B2 屋外　             　\20,000 ¥17,000

B2 パックシート仕様　\22,300 ¥19,300

B3 屋内　               \12,000 ¥11,000

B3 屋外　               \15,000 ¥12,000

PG-32R　木目
(ケヤキ・白木） 価格

スペック95

PG-32R
(ｼﾙﾊﾞｰ・ﾌﾞﾗｯｸ・ﾎﾜｲﾄ）

スライドパネル
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A1 屋内　               \20,000 ¥18,000

A1 屋外　               \23,000 ¥20,000

A1 パックシート仕様　\25,700 ¥22,700

A2 屋内　               \15,000 ¥13,000

A2 屋外　               \17,000 ¥15,000

A2 パックシート仕様　\18,850 ¥16,850

A3 屋内　               \12,000 ¥10,000

A3 屋外　             　\13,000 ¥11,000

スペック バックボード：（外・P）　アルミ板1.0mm アルミ板複合板3.0mm

B0 屋外　               \51,000 ¥44,000

B1 屋外　               \24,000 ¥22,000

B1 パックシート仕様　\27,000 ¥25,000

B2 屋外　             　\17,000 ¥15,000

B2 パックシート仕様　\19,300 ¥17,300

A0 屋外　               \44,000 ¥35,000

A1 屋外　               \18,500 ¥17,000

A1 パックシート仕様　\21,200 ¥19,700

A2 屋外　               \13,000 ¥12,000

A2 パックシート仕様　\14,850 ¥13,850

スペック バックボード：（外・P）　アルミ板1.0mm アルミ板複合板3.0mm

B1 屋外　               \24,000 ¥22,000

B1 パックシート仕様　\27,000 ¥25,000

B2 屋外　             　\18,000 ¥16,000

B2 パックシート仕様　\20,300 ¥18,300

B3 屋外　               \13,000 ¥12,000

A1 屋外　               \21,000 ¥19,000

A1 パックシート仕様　\23,700 ¥21,700

A2 屋外　               \15,000 ¥13,000

A2 パックシート仕様　\16,850 ¥14,850

A3 屋外　             　\12,000 ¥11,000

スペック バックボード：（外・P）　アルミ板1.0mm アルミ板複合板3.0mm

B1 屋外　               \24,000 ¥22,000

B1 パックシート仕様　\27,000 ¥25,000

B2 屋外　             　\16,000 ¥15,000

B2 パックシート仕様　\18,300 ¥17,300

B3 屋外　               \12,000 ¥11,000

A1 屋外　               \18,000 ¥17,000

A1 パックシート仕様　\20,700 ¥19,700

A2 屋外　               \13,000 ¥12,000

A2 パックシート仕様　\14,850 ¥13,850

A3 屋外　             　\11,000 ¥10,000

パ
ネ
ル
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ド

PG-44R
(ｼﾙﾊﾞｰ・ﾌﾞﾗｯｸ・ﾎﾜｲﾄ） 価格

TG-32R
(ｼﾙﾊﾞｰ・ﾎﾜｲﾄ） 価格

PG-32R　木目
(ケヤキ・白木）

価格

FG-32S
(ｼﾙﾊﾞｰ・ﾎﾜｲﾄ） 価格

101

100

102
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スペック バックボード：（外・P）　アルミ板1.0mm アルミ板複合板3.0mm

B0 屋外　               \52,000 ¥48,000

B1 屋外　               \25,000 ¥22,000

B1 パックシート仕様　\28,000 ¥25,000

B2 屋外　             　\18,000 ¥16,000

B2 パックシート仕様　\20,300 ¥18,300

A0 屋外　               \45,000 ¥39,000

A1 屋外　               \19,500 ¥18,000

A1 パックシート仕様　\22,200 ¥20,700

A2 屋外　               \14,000 ¥13,000

A2 パックシート仕様　\15,850 ¥14,850

仕様変更

ダンボール
3.0mm

発泡ボード
3.0mm

B1　\5,480 ¥6,650

B2　\3,480 ¥4,500

B3　\2,380 ¥3,200

B4　\1,780 ¥2,100

A1　\4,180 ¥5,350

A2　\2,680 ¥3,450

A3　\2,080 ¥2,800

A4　\1,580 ¥2,000

B1　\4,800 ¥5,180

B2　\2,800 ¥3,580

B3　\2,250 ¥2,530

B4　\1,650 ¥1,850

A1　\3,800 ¥4,170

A2　\2,350 ¥2,830

A3　\1,800 ¥1,980

A4　\1,350 ¥1,560

MH1 画面寸法 420×270 画面寸法 432×282

MH2 画面寸法 570×420 画面寸法 582×432

120 ＹＭコルクボード Ｓ 価格 ¥8,000 ¥8,500

144 CSX-301･CSX-302 製品

CSX-401･CSX-402 価格 ¥9,700 ¥11,700

YM-15 製品

QSB-1214 製品画像

BLUE Banner SS90 スペック バナーサイズ：H1700～2200mm バナーサイズ：H1400～2200mm

BLUE Banner DS90 スペック バナーサイズ：H1400～2450mm バナーサイズ：H1700～2450mm

メ
デ
ィ
ア
グ
リ
ッ
プ

116 無地壁掛用ホワイトボード

パ
ネ
ル
ス
タ
ン
ド

廃盤

オストレッチ
シルバー/ホワイト/ブラック

廃盤
145

107 価格

205

スペック

フロントイレパネ

価格

価格

FG-44S
(ｼﾙﾊﾞｰ・ﾎﾜｲﾄ）

105

102

3 / 4



サイン・ディスプレイ用品専門カタログ　No.08　第2版　改訂表

 2016.05.10

頁 商品・品番 修正箇所 誤 正

PR-70 スペック カタログ厚み：30mmまで カタログ厚み：25mmまで

PR-75 スペック パネル厚み：30mmまで パネル厚み：25mmまで

ＹＭ－０３(ホワイト) ¥12,500 ¥15,000

ＹＭ－０５(ブラウン) ¥9,000 ¥11,800

335 YT-865A 図面

W480mm W510mm

335 YT-865B 図面

W480mm W510mm

351 LA-915 図面

W924mm
H1586mm

W962mm
H1610mm

352 AS･AW 説明 オプション：サインウエイト

AS-139、AW-139には
サインウエイトを使用してください
AS-149･169、AW-149・169には
バリウエイト大を使用してください

364 AS 説明
【補修部品】AS-9340･9360：4X-N008
AS-9540･9640･9840：4X-N009

【補修部品】AS-9340：4X-N008
AS-9360：4X-N009
AS-9540･9640･9840：4X-N010

379 ATS-42R スペック 重量　24.8kg 重量　17.4kg

AB-156 スペック 面板サイズ　W540×H155mm 面板サイズW540×H150mm

AB-159 スペック 面板サイズW840×H155mm 面板サイズW840×H150mm

RC-3010 (ロードアップG3010) 変更後　ロット数2

RC-6005（ロードアップG6005） 変更後　ロット数2

RC-6010（ロードアップG6010） 変更後　ロット数2

RC-6015（ロードアップG6015） 変更後　ロット数1

RC-9010（ロードアップG9010） 変更後　ロット数2

RC-C5（ロードアップGコーナー5） 変更後　ロット数4

RC-C10（ロードアップGコーナー10） 変更後　ロット数4

RC-C15（ロードアップGコーナー15） 変更後　ロット数2

RC-5010　タイヤストップ 変更後　ロット数2

RC-H6005　ハンプ 変更後　ロット数2

436 雨-34,雨-35 製品

　

ス
ペ
ー
ス
備
品

屋
外
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ド

屋
内

カ
タ
ロ
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222

廃盤

424

変更前　ロット数1ロット販売数435

価格265

4 / 4


