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※ご注文の際は、 0000000   ・   0000000   ・   0000000   ・   0000000   ・   0000000   ・   0000000   の 7 桁の番号をご記入ください。
　また  0000000  の末尾に□があるものは、カラー・棚数等の指定番号をご記入ください。
※商品の価格・仕様・品質・性能などの変更、または販売の中止は、予告なく行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【マークについて】 　　　   別注可能  　    受注生産 ( カッコ内は目安納期 )　　   要組立　　　 国産　　   間伐材使用　　　     ロット　　　　   最小注文数
　　　  マークがついている商品は、別注が可能な商品です（ご希望に添えない場合もございます）。詳しくは巻末をご覧ください。
※基本的には本体のみの価格となります。使用イメージとして撮影備品や出力イメージなどが掲載されている場合がございますが、金額には含まれません。www.nigiwai-dougu.com www.nigiwai-dougu.com
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POP用品・木製プレート・ボードスタンド

販促グッズ
＆ POP 用品

モードPOP（パイプ16～23㎜用）
本体：スチール・クロームメッキ　すべり止：軟ビ　
ホルダー：3mm・ポリカーボネート　パインド・ポリ
カーボネート　フレーム・ポリスチレン
　5738040　 参考価格 ¥980 

メニュー立て
サイズ（W×H）mm 注文コード 参考価格

1：白木（無塗装） 2：黒塗

招き
（縦）型

小 白木：約80（本体45）×130
黒塗：約80（本体45×台65）×130 　5229444□　 ¥380 ¥800

大 白木：約92（本体55）×155
黒塗：約96（本体49×台69）×160 　5229445□　 ¥480 ¥900

※□にはカラー番号をご指定ください。　1:白木　2:黒塗

チョークプレート両面（ヒモ付）
【サイズ】D5.5mm

サイズ（mm） 注文コード 参考価格

①A4 約W297×H210 　5229446　 ¥1,650
②B5 約W257×H182 　5229447　 ¥1,540
③A5 約W210×H148 　5229448　 ¥1,380

連板風チョークプレート
【サイズ】D5.5mm

サイズ（mm） 注文コード 参考価格

④大 約W70×H300 　5229449　 ¥800
⑤小 約W55×H240 　5229450　 ¥650

マグネットバインダースタンド
【素材】スチール（クロームメッキ）

サイズ(W×H)mm 注文コード 参考価格

80×80 　5851005　 ¥500
80×180〜260 　5851006　 ¥680
60×280〜460 　5851007　 ¥770

デスクトップメニューホルダー
注文コード 参考価格

①300×500 　5117040　¥9,700
②210×450 　5117041　¥8,500

ワインボトルホルダー
注文コード 参考価格

①3本用 　5117042　 ¥15,800
②1本用 　5117043　 ¥7,300

お好みプチスタンド
注文コード 参考価格

①横型 　5229451□　 ¥250
②縦型 　5229452□　 ¥250
※□にはカラー番号を 

ご指定ください。
　1：焼き仕上げ　2：白木

値付けスタンド（10ヶ入り）
【サイズ】約W65×D20×H15mm

　5229457　 参考価格  ¥3,500

木製プライス立て
【サイズ】約W30×D30×H24mm

　5229453　 参考価格  ¥350

什器用POPホルダー
【材質】ポリカーボネート・ネオジムマグネット

推奨対応POP 注文コード 参考価格

①スマートホルダー（5個セット） B5サイズ程度
（ｔ1.5〜5.0㎜）まで 　5738072　¥2,300

②ピタマグSTクリップ（10個セット）ｔ0.2〜0.4mmまで 　5738073　¥2,300

カウンターイーゼル大
【サイズ】W166×D130×H265mm　
【重量】150g　【パネル厚】15mmまで
【本体】スチール

　5185369□　 参考価格 ¥1,280 
※□にはカラー番号をご指定ください。
1: ブラック 2: ホワイト 3: クローム

パネルマグネット
【サイズ】W48.5×D49×H17mm

(クリップ：W40×H30mm)
　5851001□　 参考価格 ¥250 
※□にはカラー番号をご指定下さい。
1: アイボリー　2: ダークグリーン
3: ダークグレー　4: ブラック

フロアボードスタンド
【サイズ】W295×D230×H132mm
【重量】0.51kg　【パネルサイズ】厚み9mmまで、

W700×H1500mmまで（推奨）
【本体】スチールクロームメッキ仕上　

※軽量ボード専用(W900程度のボードを掲示
　する際は2台並べてご使用ください。）
※軽量ボードは含まれておりません。
　5185370　 参考価格 ¥2,400 

ボードスタンドS
【サイズ】W150×D150×H150mm
【重量】1.1kg　【パネルサイズ】厚み7mmまで、

W300×H600mmまで対応
【本体】スチールクロームメッキ仕上　
【面板】塩ビ骨白t1.0×2枚付き
【面板有効サイズ】140×120mm

※軽量ボード専用 
※発泡ボードは含まれておりません。
　5185371　 参考価格 ¥3,700

ボードスタンドM
【サイズ】W300×D300×H300mm
【重量】1.2kg　【パネルサイズ】厚み10mmまで、

W450×H1200mmまで対応
【本体】スチールクロームメッキ仕上　
【面板】塩ビ骨白t1.0×2枚付き
【面板有効サイズ】285×245mm

※軽量ボード専用 
※発泡ボードは含まれておりません。
　5185372　 参考価格 ¥4,300

パネルマグネットミニ
【サイズ】W41.5×D34×H13mm

(クリップ：W35×H32mm)
　5851002□　 参考価格 ¥220 
※□にはカラー番号をご指定下さい。
1: アイボリー　2: ダークグリーン
3: ダークグレー　4: ブラック

ホルダーマグネット
【サイズ】W110×H100mm

※2mm厚まで対応可
　5851003　 参考価格 ¥610 

バインダーマグネット
【サイズ】W80×H100mm

　5851004　 参考価格 ¥770 

★使用方法
発泡ボードなどを本体の溝に
差し込んで使います。
※軽量ボードは含まれておりません。

★フロアーボードスタンド
折りたたみが可能なので
収納時に場所を取りません。

★ボードスタンドS/M
無地の面板が両面に付きます。
本体に引っ掛けるだけなので
簡単にセットができます。

■和風木製プレート

■モードハンガー ■マグネットPOP

■黒板POP

■フロアボードスタンド ■ボードスタンドS ■ボードスタンドM

■カウンターイーゼル大

■チョークプレート

■什器用POPホルダー

黒板付ディスクトップメニューホルダーとワインボトル
ホルダーです。チョークマーカーで筆記可能。

ゴンドラや冷ケース上など狭い場所にスッキリ表示できる
マグネット仕様のホルダー。

絵馬（縦）型　1：白木

木製プライス立て

1: ブラック 2: ホワイト 3: クローム

絵馬（縦）型　2：黒塗 値付けスタンド
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ピタマグ使用例
②

② ②

スマートホルダー使用例

取っ手付なので持ち
はこびに便利。

限定やおすすめワインなどの
ディスプレーに

両面 屋内

片面 屋内

両面 屋内両面 屋内

廃番
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