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のり付きパネル・カラーボード・ブラックボード・紙製スタンド
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商品コード

参考価格

5mm厚 7mm厚

1：片面 2：両面 3：片面 4：両面

B0 　5107001□　 ー ー ¥4,800 ー
B1 　5107002□　 ¥1,950 ¥2,950 ¥2,400 ¥3,600
B2 　5107003□　 ¥1,000 ¥1,500 ¥1,200 ¥1,800
B3 　5107004□　 ¥530 ¥800 ¥600 ¥900
B4 　5107005□　 ¥290 ¥450 ¥360 ¥540
B5 　5107006□　 ¥160 ー ¥210 ー
3×6 　5107007□　 ¥3,950 ¥6,000 ¥4,800 ¥7,200
A0 　5107008□　 ¥2,700 ¥4,100 ¥3,400 ¥5,100
A1 　5107009□　 ¥1,350 ¥2,050 ¥1,700 ¥2,550
A2 　5107010□　 ¥700 ¥1,050 ¥850 ¥1,275
A3 　5107011□　 ¥370 ¥550 ¥480 ¥720
A4 　5107012□　 ¥200 ¥300 ¥270 ¥405
※□には仕様 /厚みの番号をご指定下さい。 
　1：片面 /5mm厚　2：両面 /5mm厚　3：片面 /7mm厚　4：両面 /7mm厚

ハイパープロタックS ブラック
商品コード

参考価格

1：5mm厚 2：7mm厚

B1 　5107013□　 ¥2,580 ¥3,100
B2 　5107014□　 ¥1,350 ¥1,620
B3 　5107015□　 ¥700 ¥840
B4 　5107016□　 ¥400 ¥480
3×6 　5107018□　 ¥5,150 ¥6,180
A0 　5107019□　 ¥3,800 ¥4,560
A1 　5107020□　 ¥1,800 ¥2,160
A2 　5107021□　 ¥950 ¥1,140
A3 　5107022□　 ¥500 ¥600
A4 　5107023□　 ¥300 ¥360
※□には厚みの番号ご指定下さい。 1：５mm厚　2：7mm厚

カラーボード
5mm厚 7mm厚

商品コード 1～0 商品コード 1 2～0

B1 　5107024□　 ¥1,700 　5107025□　 ¥1700 ¥1850
B2 　5107026□　 ¥840
B3 　5107028□　 ¥480
3×6 　5107030□　 ¥3,400 　5107031□　 ¥3400 ¥3700
A1 　5107032□　 ¥1,140
A2 　5107033□　 ¥600
A3 　5107034□　 ¥360
※□には右記のカラー番号をご指定下さい。 

ブラックボード
商品コード

参考価格

1：5mm厚 2：7mm厚

B1 　5107036□　 ¥2,500 ¥3,000
B2 　5107037□　 ¥1,300 ¥1,560
B3 　5107038□　 ¥700 ¥850
B4 　5107039□　 ¥400 ¥480
3×6 　5107041□　 ¥4,650 ¥5,600
A0 　5107042□　 ¥3,300 ¥4,000
A1 　5107043□　 ¥1,550 ¥1,860
A2 　5107044□　 ¥780 ¥950
A3 　5107045□　 ¥450 ¥550
A4 　5107046□　 ¥250 ¥300
※□には厚みの番号ご指定下さい。 1：５mm厚　2：7mm厚

紙スタンド
対応サイズ 枚数 サイズ(mm) 商品コード

参考価格

1：ホワイト 2：ブラック

①等身大等 １ H1500×W1100 　    5107047   　 ¥1,600 ー
②B1～ １ H1000×W930 　    5107048   　 ¥1,200 ー
③A1・B2 １ H560×W740 　    5107049   　 ¥900 ー
④A2・B3 10 H356×W372 　    5107050   　 ¥1,480 ー
⑤A3・B4 10 H192×W202 　5107051□　 ¥680 ¥900
⑥A4・B5 10 H125×W146 　5107052□　 ¥480 ¥600
※□にはカラー番号ご指定下さい。 1：ホワイト　2：ブラック　※①～④はホワイトのみ

1: ホワイト 6:イエローグリーン

9:ブルー

2:レッド 7:グリーン

0:ブラック

3: ピンク 8:ミルクブルー

5:クリーム

4: イエロー

大型（①～③） ノーマル（④～⑥）

特殊シルク印刷で着色した、
発色が美しく、鮮やかな発泡
スチロールボードです。
発色が良く加工しやすいので、
ポップ、立体ディスプレイ、切
り文字等に便利です。
彩色、書き文字には、サイン
ペン、マーカー、ポスターカ
ラーが使用出来ます。

※彩色の際は事前にテストして下さい。
揮発性の少ないものをお勧めします。

両面に上質紙が貼ってあり、カットしや
すく、着色も出来る！便利なブラックボー
ド！
POP・プレゼン用台紙・バックボード・
写真用背景・模型工作等、用途は色 ！々

※着色には一般的なペイントツール(不透明タイプ)            
をご使用下さい。
※事前に切れ端等でテストすることをおすすめします。
※製品の性質上経時により「反り」が生じる場合が
あります。

軽くて強力テープ付き！
強度バツグン！
スピーディーな作業が
可能です！

フクレ、ソリの出にくいデジタル出力紙対応
発泡スチロール板の両面に上質紙が貼ってあり
その片面に接着剤が塗布されています。

両面に上質紙が貼ってあるタ
イプののり付きパネルです。
貼付後の膨らみが出にくく、
パソコン出力紙、金属紙、印
画紙、樹脂フィルム等に使い
やすいので、ポップ、ディス
プレイ、プレゼンテーション
等に最適です。
様々な用途に合わせてお使い
下さい。

剥離紙が同じ幅で同一方向に手で切り分け
られるようになっています。位置合わせの
後、中心から左右両方向に貼っていくと、
失敗がありません。
※剥離紙に切れ目は入っていません。

発泡スチロールボードの表面に強力接着剤がつい
ています。剥離紙を剥がし、写真、ポップやポス
ター等を貼り付けるだけで簡単にディスプレイ出
来ます。

サイズについて

B0：1030×1456mm
B1：728×1030mm
B2：515×728mm
B3：364×515mm
B4：257×364mm
B5：182×257mm
3×6：900×1800mm
A0：841×1189mm
A1：594×841mm
A2：420×594mm
A3：297×420mm
A4：210×297mm

使用例

■のり付きパネルのベーシックタイプ

■芯まで黒い、のり付きパネル

■お好きな形にカット! カラーボード(のりなし)

■どこを切ってもオールブラック！ ブラックボード(のりなし)

■組み立て式の紙製スタンド。


