
438
※ご注文の際は、  0000000    ・    0000000    ・    0000000    ・   0000000    ・   0000000    ・   0000000    の 7 桁の商品コードをご記入ください。
　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。 www.nigiwai-dougu.com

■遺影だけでは寂しい「法事4点セット」

演台・演壇・司会者台・花台・書見台・屏風・法事セット
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■屏風

ローズ

チーク

屏風
6尺6曲 7尺6曲 8尺6曲

型番 商品コード 参考価格 商品コード 参考価格 商品コード 参考価格

新洋金絹目 　5831006　 ¥223,700 　5831007　 ¥260,600 　5831008　 ¥347,500
新洋銀絹目 　5831009　 ¥223,700 　5831010　 ¥260,600 　5831011　 ¥347,500
洋銀平押 　5831012　 ¥304,000 　5831013　 ¥385,500 　5831014　 ¥559,200
鳥の子 　5831015　 ¥223,700 　5831016　 ¥260,600 　5831017　 ¥347,500
特選洋金平押 　5831018　 ¥248,700 　5831019　 ¥288,800 　5831020　 ¥390,900

NEM-15 演台 幅1500mm
【サイズ】W1500×D620×H1000mm（天板H900）　【質

量】54.7kg　【材質】天板:34tダップ化粧板　ポストフォー
ム加工　本体:30tダップ化粧板　【備考】キャスター4個付
　5211035□　 参考価格 ¥246,100
※□にカラーをご指定ください。
　1：ローズ　2：チーク

NEM-8 演台 幅830mm
【サイズ】W830×D550×H1000mm（天板H900）

　【質量】27.8kg　【材質】天板:34tダップ化粧板
　ポストフォーム加工　本体:30tダップ化粧板
　5211037□　 参考価格 ¥146,400
※□にカラーをご指定ください。
　1：ローズ　2：チーク

NB-12 演台 幅1220mm
【サイズ】W1220×D445×H950mm
【質量】27.0kg　【材質】ダップ化粧板　
ステンレス目地入
　5211039□　 参考価格 ¥95,600
※□にカラーをご指定ください。
　1：ローズ　2：チーク

NEM-110 司会者台 幅600mm
【サイズ】W600×D450×H1100mm（天板

H1000）　【質量】23.0kg　【材質】天板:34tダッ
プ化粧板　ポストフォーム加工　本体:25tダッ
プ化粧板　ポストフォーム加工　【備考】キャ
スター4個付
　5211041□　 参考価格 ¥120,600
※□にカラーをご指定ください。1：ローズ  2：チーク

NEM-11 演台 幅1130mm
【サイズ】W1130×D550×H1000mm（天板H900）　
【質量】43.5kg　【材質】天板:34tダップ化粧板　ポ
ストフォーム加工　本体:30tダップ化粧板　【備考】
キャスター4個付
　5211036□　 参考価格 ¥207,800
※□にカラーをご指定ください。
　1：ローズ　2：チーク

NB-09 演台 幅900mm
【サイズ】W900×D445×H950mm
【質量】19.0kg　【材質】ダップ化粧板　
ステンレス目地入
　5211038□　 参考価格 ¥80,700
※□にカラーをご指定ください。
　1：ローズ　2：チーク

NES-45 書見台
【サイズ】W450×D330×H100mm　【質量】

2.3kg　【材質】ハイフレックス化粧板
　5211040□　 参考価格 ¥23,000
※□にカラーをご指定ください。
　1：ローズ　2：チーク

演壇
型番 サイズ（W×D×H）：mm 重量：kg 商品コード 参考価格

演壇 1805×1240×150 39 　5211033□　 ¥118,300
専用スロープ 775×1240×150 19 　5211034□　 ¥69,700
※□にカラーをご指定ください。 1：ローズ　2：チーク

NCL-110 司会者台 幅500mm
【サイズ】W500×D350×H1100mm（天板

H1000）　【質量】23.0kg　【材質】32tダップ化
粧板　ポストフォーム加工
　5211042□　 参考価格 ¥98,100
※□にカラーをご指定ください。1：ローズ  2：チーク

NFP-4 花台 幅400mm
【サイズ】W400×D400×H690mm
【質量】17.5kg
【材質】ダップ化粧板

　5211043□　 参考価格 ¥85,400
※□にカラーをご指定ください。1：ローズ  2：チーク

NBC-4 花台 幅425mm
【サイズ】W425×D425×H650mm
【質量】17.0kg
【材質】ダップ化粧板　ステンレス目地入

　5211044□　 参考価格 ¥45,700
※□にカラーをご指定ください。1：ローズ  2：チーク

セット内容 サイズ（mm） 商品コード 参考価格

銀 屏 風 1台 W1340（320+700+320）×H900 　5831002　 ¥82,300
遺影立て 1台 W190×D305×H300 　5831003　 ¥6,300
遺影置台 1台 W400×D300×H300 　5831004　 ¥18,300
花　　瓶 1対 W40×D40×H135 　5831005　 ¥1,500
※花瓶のサイズ・形は予告なく変更になる場合がございます。

法事4点セット
　5831001　 参考価格 ¥99,900

講演や式場などで使用される演壇・司会者台・花台

ローズ

ローズ

ローズ

幅600mm／チーク

チーク

チーク

新洋金絹目
絹目調のため、汚れ・キ
ズが目立ちにくく扱いや
すい金紙。

特選洋金平押
昔から使われている金
紙にそっくり。表面はツ
ルッとしています。

法事に遺影は必需品
お客様の83%が故人の遺影を立てて
法事を行いたいと考えています。

法事をメモリアルに演出
親族控室やお食事会場で故人を偲ぶのに最適！

法事需要で売上UP
ワンランク上の法事プランニングで他店に勝つ！

新洋銀絹目
絹目調のため、汚れ・キ
ズが目立ちにくく扱いや
すい銀紙。

洋銀平押
昔から使われている銀
紙で最もポピュラー。表
面はツルッとしています。

鳥の子
落ち着いた感じで直接
絵や字が書けます。

新洋金絹目
6尺6曲

幅500mm／ローズ 幅425mm／ローズ幅400mm／チーク

演壇＋専用スロープ使用例

花台
幅425mm

書見台

演台
幅1220mm

専用
スロープ

演壇（写真は演壇2枚を組み合わせたものです）

【仕様】　表面：各種金銀紙
裏面：紺色布　
丁番：鉄製丁番＋布丁番　
縁：アルミ製・黒色
芯：特殊ボード　
金具：金メッキ唐草模様

【規格】

サイズ 美しく広げた時のサイズ
（mm）

1面サイズ
（mm）

重量
（kg）

6尺6曲 H1818×W3000 600 13.5
7尺6曲 H2110×W3300 660 15.5
8尺6曲 H2410×W3600 720 18.0

■演壇＆専用スロープ

■司会者台 ■花台

■書見台

■演台

（3W）


