
※30° ピッチ ※30° ピッチ

180°

180°

90°

90°

※45°ピッチ

360°

Mバインド オメガ
【対象t寸】t0～5.0mm 
【推奨POPサイズ】B8～B6、ラミ加工（t0.4までのカードケース）
【材質】スチロール、ポリアセタール、軟質素材

注文コード 参考価格

L85 　5738081□　 ¥230 
L150 　5738082□　 ¥300 
※□にはカラー番号をご指定ください。 1：クリア　2：ブラック

アクリル・カード立て
サイズ（mm） 注文コード 参考価格

角 W50×D20×H10 　5321033□　 ¥350 
丸 φ25×H10 　5321034□　 ¥350 
※□にはカラー番号をご指定ください。
　1：白　2：黒　3：ガラス色

木製カード立て
サイズ（mm） 注文コード 参考価格

角型 W60×D25×H15 　5321005□　 ¥250 
丸型 W60×D24×H20 　5321006□　 ¥450 
※□にはカラー番号をご指定ください。
　1：白木　2：黒木

フリーカードスタンド
透明スチロール樹脂製

サイズ（W×D×H）mm 注文コード 参考価格

① 50×40×35 　5257045　 ¥140 
② 35×30×25 　5257046　 ¥120 

②ミニカード立て
W30×H17mm　スチロール製樹脂
型番 注文コード 参考価格

G 　5257049　 ¥180 
S 　5257050　 ¥180 

カードスタンド（5ヶ入り）
【サイズ】W40×D20×H20mm

型番 注文コード 参考価格

①角型 　5217252　 ¥1,600 
②D型 　5217253　 ¥1,600 

①カード立て
φ15×H12mm
型番 注文コード 参考価格

G 　5257047　 ¥940 
S 　5257048　 ¥980 

③サイコロカード立て
W30×H10　アクリル透明
型番 注文コード 参考価格

①D20　5257051　 ¥300 
②D30　5257052　 ¥380 

スチール製L型カード立て
スチール製
型番 サイズ（W×H）mm 注文コード 参考価格

極大 67×38 　5257053　 ¥140 
特大 44×31 　5257054　 ¥120 
大 30×21 　5257055　 ¥90 
中 24×21 　5257056　 ¥80 

万能カード立て
スチール製

型番 サイズ（W×H）mm 注文コード 参考価格

大 55×44 　5257057　 ¥220 
中 35×28 　5257058　 ¥140 
小 24×24 　5257059　 ¥90 
小・ブラック 24×24 　5257060　 ¥140 

ウッドクリップスタンド
【サイズ】W30mm

型番 注文コード 参考価格

ショート（H110）　5217254□　 ¥500 
ロング（H170） 　5217255□　 ¥590 
※□にカラーをお選びください。
　カラーはP297を参照してください。

ピクシーカードスタンド
【材質】ポリカーボネート　ステンレス　スチール　金メッキ・黒塗装
【推奨POP】B7・B8サイズラミネート加工

型番 注文コード
参考価格

1：ステン 2：ブラック 3：ゴールド

H30 　5738056□　 ¥390 ¥620 ¥1,300
H70 　5738057□　 ¥390 ¥620 ¥1,300
H100 　5738079□　 ̶ ¥640 ¥1,300
H170 　5738058□　 ¥410 ̶ ̶
※□にカラーをご指定ください。

アクリルレインボーカード立て
【サイズ】30mm角

注文コード
参考価格

1～5：カラー 6：クリア
　5321004□　 ¥850 ¥700
※□にはカラー番号をご指定下さい。
　1：ブルー　2：グリーン　3：レッド　4：ブラウン
　5：イエロー　6：クリア

マジカルPOP
ポリスチレン

型番 サイズ（W×H）mm 注文コード 参考価格

① 22×90 　5738043　 ¥180 
②滑り止め付 22×90 　5738044　 ¥190 
③ 27×185 　5738077　 ¥230 
④ 27×70 　5738078　 ¥150 
⑦ 80×160 　5738049　 ¥380 
⑧ 80×210 　5738050　 ¥250 
開口：①・②・③・④ 9mm／⑦・⑧上部10mm下部30mm
③・④上部 t0.4対応

ドリフトウッドカードホルダー
【サイズ】約W110×D40～50×H150mm
　5481078　 参考価格 ¥680 

アクリルカード立て
【サイズ】W50×D20×H8mm
　5321003□　 参考価格 ¥330 
※□にはカラー番号をご指定下さい。
　1：スモーク　2：クリア

20Lot

■上にも下にも上下両方にも使えるPOPクリップ

■カードスタンド

■カード立て

■カードスタンド

■ドリフトウッドカードホルダー

■ウッドクリップスタンド■ピクシーカードスタンド

■クリップPOPスタンド

■スチールカード立て
細かいところにもこだわりを… 丈夫なスチール製カード立て

ころび止めに簡単に取り付けられます。

POPを付けたまま見やすい角度
に調節可能です。又、何台も使
用する売場では簡単に角度が
揃えられます。（30°ごとの角度
調整）

◆ダブル表示が可能です。
上クリップのスリットにPOPをさせます。
推奨POP：B8まで ラミ加工

◆角度調節で統一感ある表示が可能です。
クリップ部分が横方向45°ピッチで360°、縦方向30°
ピッチで回転します。

◆真下向き表示が可能です。
商品に近い位置での表示が可能です。

ホルダー部の上下に差し込み
が付いていて1本で2種類の高
さ表示が可能です。
ホルダー部の挟みこむ範囲を少
なくし、POPに影響しないように
配慮しています。（推奨POP：B7・
B8サイズラミネート加工）
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【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

プライススタンド・カード立・POPスタンド
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カウントダウン
電光掲示板

販促グッズ
＆ POP 用品

フォトフレーム

壁面サイン用
化粧ビス

カスタム額縁

ユニフォーム額

色紙額

ポスターフレーム

ライティング
フレーム

掲示板

ホワイトボード

手書きボード
（パネル型＆ A型）

イーゼル

パネルスタンド
（パネル別売）

液晶テレビスタンド

記帳スタンド

メニュースタンド

サインスタンド

屋外用
サインスタンド

電飾看板

安全標識

のぼりスタンド

バナースタンド

重石＆
オプションパーツ

LED回転灯

カタログスタンド
（スタンド型）

カタログスタンド
（壁掛型）

カタログスタンド
（卓上型）

取付式
パンフレットラック

廃番


