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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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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

電飾看板

安全標識

メッセージポール＆石材加工サインシリーズ

安
全
標
識

オリジナルデザイン看板で驚きの低価
格を実現。多彩なサイズ展開で各種施
設の案内表示・告知・看板などに最適。

ゴム製ウエイトベース
で床面を傷つけず設置
できます。また底面に
はゴ ム汚 染 防 止 用 の
樹脂キャップが付いて
います。

メッセージポール 
【材質】本体・底板：ポリプロピレン、印刷面：塩化ビニール

型番 サイズ（約）mm 重量（約） 注文コード 参考価格

小（ブラック・ホワイト） □322×H686 2㎏ 　5251018□　 ¥15,000
大（ブラック・ホワイト） □322×H922 2.1㎏ 　5251019□　 ¥16,000
ワイド（ブラック・ホワイト） W456×D325×H918 3.1㎏ 　5251020□　 ¥25,000

※□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：ナチュラル

ミセルアルミバー
【材質】アルミ＋ウレタン樹脂
【サイズ】約φ25×L1400mm
【重量】約0.32kg　

●アルミパイプに軟質ジョイント仕様。ジョイ
　ント部は約120度まで調整可（端部取付時）
●軟質ジョイント部で長さの微調整が可能
　（最大約180mmまで）

　5251028　 参考価格 ¥2,780 

ミセルロープ
【材質】（ロープ）ワイン・ネイビー：ポリプロピレ
ン、ナチュラル：ナイロン、（樹脂部）AES樹脂　

【サイズ】（ロープ）約φ14×L1200mm、（樹脂部）
約42×65mm　

【重量】ナチュラル155g、ワイン・ネイビー125g
●ロープの収縮性（撚り）によって、多少の長さ変
　動があります。

　5251029□　 参考価格 ¥2,040 
※□にはカラー番号をご指定ください。
　1：ワイン　2：ネイビー　3：ナチュラル

メッセージポール パネル付 
【材質】本体・底板：ポリプロピレン、印刷面：塩化ビニール

型番 サイズ（約）mm 重量（約） 注文コード 参考価格

小 □322×H946 2.3kg 　5251025□　 ¥19,900
大 □322×H1182 2.4kg 　5251026□　 ¥20,900

※□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

専用パネル（大小兼用）
【材質】ポリプロピレン、印刷面：塩化ビニール　【サイズ】

約W257×D65×H293mm　【重量】約0.3kg　●メッセー
ジポールパネル付用の専用パネルです。

　5251027□　 参考価格 ¥5,230 
※□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

駐禁ポール
【材質】ポリプロピレン＋石材加工　●2面POPとなります。　

●製造の都合上、色彩・質量などに多少の違いがあります。
型番 サイズ（約）mm 重量（約） 注文コード 参考価格

小：駐車禁止 □322×H686 2.9kg 　5251030□　 ¥15,700 
小：駐車ご遠慮ください □322×H686 2.9kg 　5251031□　 ¥15,700 
大：駐車禁止 □322×H922 3.6kg 　5251032□　 ¥17,800 
大：駐車ご遠慮ください □322×H922 3.6kg 　5251033□　 ¥17,800

※□にはカラー番号をご指定ください。　2：赤御影　3：錆石　4：御影
     V15掲載の「1：蛇紋」は廃番となりました。

ミセルフラパネル
【サイズ】大：約W300×D300×688mm、ワイド：約W750×D300×465mm　【重量】大：約5.5kg、ワイド：約10.6kg
【材質】パネル部：電気亜鉛メッキ銅板に粉体塗装、ベース：再生ゴム、印刷面：塩化ビニール、脚キャップ：ポリプロピレン

ハーフ両面 フル両面 ハーフ片面 フル片面
注文コード 参考価格 注文コード 参考価格 注文コード 参考価格 注文コード 参考価格

大 　5251093□　 ¥11,300 　5251094□　 ¥13,400 ー ー ー ー
ワイド 　5251095□　 ¥22,000 　5251096□　 ¥25,600 　5251097□　 ¥20,700 　5251098□　 ¥22,000
ミセルフック 　5251099　 ¥1,500 ※本体と同時に注文してください。（2コセット、後付不可）
※□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

カタログ掲載以外の商品を WEB サイトにて掲載しております。
スマートフォン・タブレット端末以外の携帯電話ではご利用いただけません。
パソコンをご利用の方は、「http://www.nigiwai-dougu.com/qr」にアクセスして頂き、
QR コード下部の英数字を入力して頂くと、該当ページへジャンプいたします。

［QR コードについて］

メッセージポールシリーズの派生品はWEBへ！

251B

■メッセージポールシリーズ （1W）

■ミセルフラパネル

■ミセルフラパネル（ミセルフック付）・メッセージポール・石材加工サインシリーズ　共通オプション

■石材加工サインシリーズ （1W）

小・ブラック

大・ホワイト ワイドブラック

ワイドホワイト

底板が付属しているので、ペットボトルなどのおもりを
収納でき、転倒防止に効果的です。

パネル付きで、より存在感と訴求力がアップ。

小・ブラック 小・ホワイト

大・ホワイト 大・ブラック

251A

お任せテンプレート
オーダーシート
※完全データが無い方用

251A

お任せテンプレート
オーダーシート
※完全データが無い方用

約1400mm

設置イメージ

設置イメージ

軟質ジョイント部 1：ワイン 2：ネイビー 3：ナチュラル

規格色

表示プレート・別注POPの
オリジナルデザインも可能。
※別注POPは別納期です。
　�ご注文の際は納期をご確認ください。
※�ご注文方法など詳しくはお問い合わせください。

小・錆石 小・御影 大・赤御影

おもりを内蔵できます。
底板付で、ペットボトルなどの
おもりを収納できます。
※�ペットボトルは付属していません。
※�1.5ℓ〜2ℓのペットボトルを4本
まで収納可能。

プラスチックチェーンもセット可能。
※�プラスチックチェーンは付属していません。

※完全データ支給の場合です。
修正やデザイン費は含みません。

（別途承ります。）

【シート印刷・貼り工賃込み】

ミセルアルミバー

ミセルフック

ミセルフックを取り付けることでミセルアルミバー
やミセルロープをセットでき、立入禁止などの規制
やパーテーションとしての機能も付加できます。

材質　ポリプロピレン
サイズ　約 W46 × D50 × H84mm

廃番

廃番


