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頁 商品・品番 修正箇所 誤 正

0-1 index 追加 －

0-2 イメージ写真

0-3 CRP･SLC

0-4 イメージ写真

0-5 GSP-01

0-6 2WAYガード　アンカータイプ・埋込型

0-7 2WAYガード

0-8 チェーンスタンド 追加 ホワイト・ブラウン・シルバー

0-9 Aバリブロック 追加 Aバリブロック・他 2012年2月発売

0-10 KB-70

0-11 転倒・盗難防止具

0-12 イメージ写真

0-13 Q３０･オプション

0-14 パンフレットポケット 追加 PK 2012年6月発売

0-15 マグポピックボルトタイプ 追加 MG 2011年10月発売

0-16 ニコUFO

0-17 ニコカプセル

0-18 index・その他製品紹介 追加

2 ライセンス 説明 特許取得済6、公開済19、出願中6件 特許取得済8、公開済20、出願中2件

10 BT-20･21 図面 全高1803 全高1805

11 BT-12・13 図面

14 NW-04 製品 デジタルフォトフレーム廃盤 18.5型電子POP

21 NW-100 スペック チョークグリーン チョークブラック

24 NW-04 製品 デジタルフォトフレーム廃盤 18.5型電子POP

26 GP-19・22 アイコン 両面 片面

28 CT-10 図面 － 下部面板孔φ100

33 オプションツール 説明 OPTOPN OPTION

36

37

38 SP黒板　SP-911～918

39 SP黒板

40 SP黒板　SP-921～928

41 SP黒板　ﾎﾟﾘﾍﾞｰｽ･ﾏｰｶｰ･ﾀﾞｽﾄﾚｽﾁｮｰｸ･ﾗｰﾌﾙ

46 MLS-89K スペック チョークグリーン チョークブラック

55 CRP 説明 － 特注例、参考価格に変更

SS-45L 商品名 SS-45L(ブラック) SS-45L(シルバー)

SS-49L 図面

新
製
品

59

消毒液スタンドDH-224B,S　DP-224B.S

サウンドスパイス 製品 廃盤

飾
り
名
人

転倒防止具

回転灯

ラック付スリムコーンSLC

クイックロックバー

追加

2012年4月発売

2012年1月発売

屋外用パーテーションGSP

2012年2月発売

追加

追加

追加

追加

2012年3月発売

2011年7月発売
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面板：アクリル透明2mm+導光板3mm 面板：塩ビ透明0.5＋乳版1.5＋導光板3.5

－ 消費電力：１２Ｗ

AS-81E・AS-85E スペック 面板：アクリル透明2mm+導光板3mm 面板：塩ビ透明0.5＋乳版1.5＋導光板3.5

AL-81E・AL-85E スペック 面板：アクリル透明2mm+導光板3mm 面板：塩ビ透明0.5＋乳版1.5＋導光板3.5

A1(81E) スペック － 消費電力：15.4W

B1(85E) スペック － 消費電力：18.6W

62 PM-3TE・PM-3YE スペック 面板：アクリル透明2mm+導光板3mm 面板：アクリル透明2mm+導光板4mm

64

65

BB-01LS/布　横段 価格 \38,600 （税込 \40,530） \42,000 （税込 \44,100）

　　　/セレモニーシック 価格 \33,400 （税込 \35,070） \39,400 （税込 \41,370）

　　　/セレモニーエレガント 価格 \33,400 （税込 \35,070） \39,400 （税込 \41,370）

71 萬-07 製品 廃盤 未掲載

SF-20RP 価格 (セット価格)  \2,100 (セット価格)  \1,700

FMB-1S 製品 － FRBに変更

119 タペストリーバー 製品 新製品追加 φ20タペストリーバー用連結金具

133 MG-81.83 製品 廃盤 代替：MG-71(1121706),MG-73(1121711)

142 popipa用吸盤フック 画像 － 画像修正

143 popipa A5 ﾏｸﾞﾈｯﾄ仕様 価格 税込み価格￥1,680 税込み価格￥1,733

popipa Cタイプ B5タテ スペック 画面寸法245×245 画面寸法245×170

popipa Cタイプ B5ヨコ スペック 画面寸法170×170 画面寸法170×245

152 IF-A3,IF-A4 製品 廃盤 未掲載

ポピックバー スペック 寸切りボルト*2追記

ポピックバー スペック
寸切りボルト*2追記、ﾎ ﾋ ｯｸｷｬｯﾌ ・壁付けｷｬｯﾌ は各
2ヶ

197 盗難防止飾りキャップ 製品 座金仕様変更 溝入り

200 SN 画像 座金仕様変更 溝入り

201 SN図面 図面 座金仕様変更 溝入り

211 マグポピック 製品 仕様変更 シリコンシート付き

212 ステンレスフック スペック 耐荷重：50kg 耐荷重：5kg

219 ポイントビス用フック 製品 ライトアングル３０ ライトアングル３５

220 CRJレール 製品 (穴加工無し) (穴加工付き)

221 PPH スペック － アクリル厚みt1.5

説明 － 石膏：9～12.5mmまで コンクリ・木材：25mm以上

図面

クランプ部25L 製品

廃盤 代替品20L掲載

天井部25SCF 製品

廃盤 代替品TW15掲載

ハンディミニ天井部

225

廃盤

144

224

製品

115

67

SSS-53F(LED)、ﾆｺｿｰﾗｰ

スペック

61

60 RX-44E

ソーラーサインTY

店
舗
用
品
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天井部120L 製品

仕様変更

下部座金Yタイプ 図面

下部座金Kタイプ 図面

下部座金Hタイプ 図面

226 カットワイヤー スペック － ループ経φ１０追記

227 20RJ-08 製品 廃盤 20RF-H01

228 カットワイヤー 製品 - 4m廃盤(特注対応致します)

237 SF-23+SF-23J 価格 本体価格 \3,960 本体価格 \3,950(税込\4,178)

238 FZ-40 図面

　LEDライトスタンド　上代価格のご案内 　P.60～61掲載

発売予定としてご紹介させていただきました下記商品は2011年2月より発売となりました。
ご検討の程、宜しくお願い致します。

頁 商品・品番
60 RX-44E

AS-81E
AS-85E
AL-81E
AL-85E

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
パ
ー

ツ

価格
\84,000（税込￥88,200）

61

\84,000（税込￥88,200）
\98,000（税込￥102,900）
\88,000（税込￥92,400）
\108,000（税込￥113,400）
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