
【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.com625
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PG-44R・PG-44S・TG-44R・特注について

1：ゴールド梨地調
（屋内のみ）

1：シルバー梨地調
（屋内のみ）

1：化研ゴールド
（屋内のみ）

2：シルバー梨地調
（屋内のみ）

2：シルバー
（ツヤ有）

2：化研クローム
（屋内のみ）

3：化研クローム
（屋内のみ）

3：ホワイト

5：ホワイト

5：ブラック

3：ブラック

4：ブラック

4：化研クローム
（屋内のみ）

6：シルバー
（ツヤ有）

4：ホワイト

サイズ（Ｗ×Ｈ）：ｍｍ
屋内用 屋外用 屋外防水仕様(パックシート付）

カラー　1 ～ 6 カラー　4 ～ 6
型番 本体 有効画面 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

B0 1081×1507 992×1418 　5065083□　 ¥40,000 　5065091□　 ¥44,000 ―
B1 779×1081 690×992 　5065084□　 ¥19,000 　5065092□　 ¥22,000 　5065099□　 ¥25,000
B2 566×779 477×690 　5065085□　 ¥14,000 　5065093□　 ¥15,000 　5065100□　 ¥17,300
B3 415×566 326×477 　5065086□　 ¥10,500 　5065094□　 ¥11,000 ―
A0 892×1239 803×1150 　5065087□　 ¥31,000 　5065095□　 ¥35,000 ―
A1 645×892 556×803 　5065088□　 ¥16,000 　5065096□　 ¥17,000 　5065101□　 ¥19,700
A2 471×645 382×556 　5065089□　 ¥11,500 　5065097□　 ¥12,000 　5065102□　 ¥13,850
A3 348×471 259×382 　5065090□　 ¥9,500 　5065098□　 ¥10,000 ―
※□にはフレームカラー番号を入れて番号をご指定ください。
※フレーム幅：44mm、本体厚み：21mm
※レッド＆イエローはWEBに掲載しております（ページ右下参照）

※屋外用と屋外防水用の違いは下部参照。

サイズ（Ｗ×Ｈ）：ｍｍ
屋内用 屋外用 屋外防水仕様(パックシート付）

カラー　1 ～ 4 カラー　3 ・ 4
型番 本体 有効画面 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

B0 1081×1507 992×1418 　5065129□　 ¥41,000 　5065137□　 ¥48,000 ―
B1 779×1081 690×992 　5065130□　 ¥20,000 　5065138□　 ¥22,000 　5065145□　 ¥25,000
B2 566×779 477×690 　5065131□　 ¥15,000 　5065139□　 ¥16,000 　5065146□　 ¥18,300
B3 415×566 326×477 　5065132□　 ¥11,500 　5065140□　 ¥12,000 ―
A0 892×1239 803×1150 　5065133□　 ¥32,000 　5065141□　 ¥39,000 ―
A1 645×892 556×803 　5065134□　 ¥17,000 　5065142□　 ¥18,000 　5065147□　 ¥20,700
A2 471×645 382×556 　5065135□　 ¥12,500 　5065143□　 ¥13,000 　5065148□　 ¥14,850
A3 348×471 259×382 　5065136□　 ¥10,500 　5065144□　 ¥11,000 ―
※□にはフレームカラー番号を入れて番号をご指定ください。
※フレーム幅：44mm、本体厚み：21mm
※木目（白木とケヤキ）はWEBに掲載しております（ページ右下参照）

※屋外用と屋外防水用の違いは下部参照。

サイズ（Ｗ×Ｈ）：ｍｍ
屋内用 屋外用 屋外防水仕様(パックシート付）

カラー　1 ～ 5 カラー　2 ・ 3 ・ 5
型番 本体 有効画面 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

B0 1081×1507 992×1418 　5065149□　 ¥47,000 　5065157□　 ¥49,000 ―
B1 779×1081 690×992 　5065150□　 ¥23,000 　5065158□　 ¥25,000 　5065165□　 ¥28,000
B2 566×779 477×690 　5065151□　 ¥17,000 　5065159□　 ¥19,000 　5065166□　 ¥21,300
B3 415×566 326×477 　5065152□　 ¥12,000 　5065160□　 ¥13,000 ―
A0 892×1239 803×1150 　5065153□　 ¥37,000 　5065161□　 ¥40,000 ―
A1 645×892 556×803 　5065154□　 ¥19,000 　5065162□　 ¥21,000 　5065167□　 ¥23,700
A2 471×645 382×556 　5065155□　 ¥14,000 　5065163□　 ¥16,000 　5065168□　 ¥17,850
A3 348×471 259×382 　5065156□　 ¥11,500 　5065164□　 ¥12,000 ―
※□にはフレームカラー番号を入れて番号をご指定ください。
※フレーム幅：44mm、本体厚み：21mm
※シルバー（梨地調）、化研クロームは屋外での使用は出来ません。

※屋外用と屋外防水用の違いは下部参照。

存在感のある44mm幅フレーム

表面カバーがついています。（アクリル板1.5㎜厚）防水パックシートを入れることはできません。
表面カバーがついています。（アクリル板1.5㎜厚）防水パックシートを入れることはできません。パネルのみ屋外仕様のため、ポスター等は防水加工を施してください。
防水パックシートが付いてきます。（パックシート：塩ビ透明板1.0mm軟質塩ビ0.5mmの封筒上の袋です。）中に掲示物を入れ、雨から守ります。防水パックシートが付いてくるので、透明カバーはついていません。防
水パックシートを入れるため、防水用のパネル外寸は、縦横10mm大きくなります。
全サイズ1枚1梱包になります。風の強い場所での使用はご遠慮ください。

　 　 屋 内 用 　 　
　 　 屋 外 用 　 　
屋 外 防 水 仕 様

共   　通

必ずお読み下さい

●ジョイント部品を使用しますので大型のものでも製作可能です。
●ジョイント部分はリヤ材（フレーム裏側）にセットして出荷いたします。
　組み上げてご使用下さい。
●フレームの開閉トップ材（フレーム表側）を上下ブロック毎に切断してあります。掲示
物を入れた後、フレームを順次閉じれば大きいサイズでも簡単にセットできます。

1枚のフレームでB1ポスターが4枚、B0ポスターが2枚など組み合わせ自由に掲示できます。

TG-44R
（H1030×W2912）

PG・TGシリーズは全てサイズオーダーが可能です。
ポスターグリップ ＆タンパーグリップの特注について

■PG-44R ポスターグリップ

■PG-44S ポスターグリップ

■TG-44R タンパーグリップ

ポスターグリップシリーズ関連商品
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。

QRリーダー

65A

商品ページダイレクトアクセス

nigiwai-qr.com
PC

ご依頼・ご相談

オーダー手順
巻末へ


