パネルスタンド

カラーイーゼル

EX
質実剛健、アルミ製イーゼル。
特徴
・ カラーバリエーションに富んだ、 アルミ製イーゼル
・ 軽量のため、 毎日の出し入れがラクチン
・ 最大Ｂ０サイズのパネルを載せることが可能

補修部品

G009, G010, K009, U009, U010, U011, U012, U013

P.450 ～
参考

写真は、ＥＸ－１４０ゴールドとＦＧ－３２Ｓ - Ａ１を使用しています。

構造 ・ 仕様
★開き止め部
支え脚のジョイントは
スチール製で、 脚の開きを
しっかりと固定します。

特注対応について
ご希望のカラーへの塗装も可能です。
詳細はお問い合わせください。

★脚部
地面と点で接するため、
安定性の高い構造です。

補修
部品

下部キャップ
4X-G009

カラーは
ステンカラー、 ゴールド、
ブラック
よりお選びください。

軒下など屋外でご使用の際は、
必ず屋外用のポスターパネルをご使用ください。
転倒やパネルが飛ばされないように
ご注意いただけますよう、お願いします。

ステンカラー ゴールド ブラック

１ｍ 以下

EX-199

EX-120

（ステンカラー / ゴールド / ブラック）

（ステンカラー / ゴールド / ブラック）

\26,600 （税抜価格）

\23,400 （税抜価格）

重量 3.0kg
本体 アルミ押型材アルマイト仕上
パネルサイズ 厚み 30mm まで
幅 970mm まで対応
※パネルは含まれておりません。
※ A1 パネルはフレーム幅により、
全高１m を超える場合がございます。
※ご注文時にカラーをご指定ください。

重量 2.6kg
本体 アルミ押型材アルマイト仕上
パネルサイズ 厚み 30mm まで
幅 970mm まで対応
※パネルは含まれておりません。
※ご注文時にカラーをご指定ください。

size

B2

PG-32R-B2 との組み合わせ例
日後
１ｍ 段差
高さ
２
翌日
片面 屋内
屋外
以下 調整
ＯＫ
出荷

高さ
翌日
片面 屋外
調整
出荷
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※本製品は、文字デザイン等は一切含まれません。 イメージの為使用しています。

EX-160

（ステンカラー / ゴールド / ブラック）

（ステンカラー / ゴールド / ブラック）

\25,700 （税抜価格）

\28,000 （税抜価格）

重量 3.0kg
本体 アルミ押型材アルマイト仕上
パネルサイズ 厚み 30mm まで
幅 1100mm まで対応
※パネルは含まれておりません。
※ご注文時にカラーをご指定ください。

重量 3.4kg
本体 アルミ押型材アルマイト仕上
パネルサイズ 厚み 30mm まで
幅 1200mm まで対応
※パネルは含まれておりません。
※ご注文時にカラーをご指定ください。

パネルスタンド

EX-140

size

size

B1

A1

プリンパ S30-A1 との組み合わせ例

フリーパネル R 型 -B1 との組み合わせ例

高さ
翌日
片面 屋外
調整
出荷

高さ
翌日
片面 屋外
調整
出荷

オプション

転倒防止には

ウエイトバスケット用受け

新製品！
！

\2,900 （税抜価格）

EX-140/160 専用のオプションをご用意しました。
ウエイトバスケット ( 小 )、 サインウエイトとあわせてご使用ください。

材質 スライド部 / アルミ押型材黒
受け / スチール黒塗装仕上
※ EX-140./160 以外には
ご使用いただけません。

オプション

サインウエイト
\1,600 （税抜価格）
重量 10.0kg( 満水時 )
本体 ポリエチレン

《ご使用方法》
①本体後ろ脚に受けを通します。
②受けの左右にある穴に
ウエイトバスケットを差し込みます。
③反対側を本体渡しバーにひっかけて
使用します。

オプション

ウエイトバスケット ( 小 )
\6,000 （税抜価格）
重量 1.0kg
材質 スチールビニールコーティング

EX-140 との組み合わせ例

EX-168

オプション

（ステンカラー / ゴールド / ブラック）

EX-168 用延長柱 (1 本 )

\49,800 （税抜価格）

\5,600 （税抜価格）

重量 5.7kg
本体 アルミ押型材アルマイト仕上
パネルサイズ 厚み 30mm まで
幅 2000mm まで対応
※パネルは含まれておりません。
※ご注文時にカラーをご指定ください。
※ウエイトバスケット大 （P.442 参照） が
ご使用いただけます。

《ご使用方法》
① EX-168 本体の上部キャップを
抜きます。
② EX 用延長柱を差し込み、 ネジを
締めて固定します。
③ EX 用延長柱の先端に上部キャップを
戻します。

400

※ EX-168 には 2 本必要です。
※ご注文時にカラーを
ご指定ください。

size

B0

★対応サイズ
B0 タテ、 1650mm まで
対応可能です。
size

B0
PG-44R-B0 との組み合わせ例
高さ
翌日
片面 屋外
調整
出荷
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※場合により、 納期がかかることがございます。 予めご了承願います。

