
ピュアパネル ピュアR

ラクパネR

ラクパネ／ラクパネR
型番 窓寸(見え寸）（mm） 外形サイズ（mm） 重量（kg）

ラクパネ ラクパネR

商品コード 参考価格 商品コード 参考価格

B0 W1016×H1442W1034×H1460 4.21 　5724001□　 ¥17,000 　5724069□　 ¥17,500
B1 W714×H1016 W732×H1034 1.86 　5724002□　 ¥5,700 　5724070□　 ¥6,100
B2 W501×H714 W519×H732 1.09 　5724003□　 ¥3,800 　5724071□　 ¥4,200
B3 W350×H501 W368×H519 0.66 　5724004□　 ¥2,500 　5724072□　 ¥2,800
B4 W243×H350 W261×H368 0.4 　5724005□　 ¥2,000 　5724073□　 ¥2,300
A0 W827×H1175 W845×H1193 2.97 　5724006□　 ¥12,000 　5724074□　 ¥12,500
A1 W580×H827 W598×H845 1.35 　5724007□　 ¥4,500 　5724075□　 ¥4,900
A2 W406×H580 W424×H598 0.81 　5724008□　 ¥3,000 　5724076□　 ¥3,400
A3 W283×H406 W301×H424 0.5 　5724009□　 ¥2,200 　5724077□　 ¥2,500
A4 W196×H283 W214×H301 0.32 　5724010□　 ¥1,800 　5724078□　 ¥2,100
※□にカラーをご指定ください。

スリムエイト
型番 窓寸(見え寸）（mm） 外形サイズ（mm） 重量（kg） 商品コード 参考価格

B1 W716×H1018 W732×H1034 1.66 　5724034□　¥4,800
B2 W503×H716 W519×H732 0.93 　5724035□　¥2,800
B3 W352×H503 W368×H519 0.54 　5724036□　¥2,000
B4 W245×H352 W261×H368 0.31 　5724037□　¥1,400
A1 W582×H829 W598×H845 1.18 　5724038□　¥3,500
A2 W408×H582 W424×H598 0.68 　5724039□　¥2,500
A3 W285×H408 W301×H424 0.4 　5724040□　¥1,600
A4 W198×H285 W214×H301 0.24 　5724041□　¥1,300
※□にカラーをご指定ください。

ワイド30/ピュアパネル/ピュアR
型番 窓寸(見え寸）（mm）外形サイズ（mm）

重量（ピュア）
（kg）

商品コード
参考価格

ワイド30 ピュアパネル ピュアR

B0 W1005×H1431W1065×H1491 4.73（4.75）　5724011□　 　5724021□　 　5724079□　 ¥21,000
B1 W703×H1005 W763×H1065 2.57（2.59）　5724012□　 　5724022□　 　5724080□　 ¥10,500
B2 W490×H703 W550×H763 1.48（1.50）　5724013□　 　5724023□　 　5724081□　 ¥9,000
B3 W339×H490 W399×H550 0.89（0.91）　5724014□　 　5724024□　 　5724082□　 ¥7,000
B4 W232×H339 W292×H399 0.56（0.58）　5724015□　 　5724025□　 　5724083□　 ¥5,500
A0 W816×H1164 W876×H1224 3.35（3.37）　5724016□　 　5724026□　 　5724084□　 ¥18,000
A1 W569×H816 W629×H876 1.85（1.87）　5724017□　 　5724027□　 　5724085□　 ¥9,500
A2 W395×H569 W455×H629 1.09（1.11）　5724018□　 　5724028□　 　5724086□　 ¥7,500
A3 W272×H395 W332×H455 0.67（0.69）　5724019□　 　5724029□　 　5724087□　 ¥6,000
A4 W185×H272 W245×H332 0.44（0.46）　5724020□　 　5724030□　 　5724088□　 ¥5,000
※□にカラーをご指定ください。

R100 　5724056　 参考価格 ¥450
R200 　5724057　 参考価格 ¥480
R300 　5724058　 参考価格 ¥520
R400 　5724059　 参考価格 ¥560
R500 　5724060　 参考価格 ¥600

B1タテ 　5724063　 参考価格 ¥2,200
A1タテ 　5724064　 参考価格 ¥2,000
B2タテ（B1ヨコ） 　5724065　 参考価格 ¥1,900
A2タテ（A1ヨコ）　5724066　 参考価格 ¥1,800
B3タテ（B2ヨコ） 　5724067　 参考価格 ¥1,600
A3タテ（A2ヨコ）　5724068　 参考価格 ¥1,500

スリムエイト用スタンドバー
B1タテ 　5724043　 参考価格 ¥2,200
A1タテ 　5724044　 参考価格 ¥2,000
B2タテ(B1ヨコ) 　5724045　 参考価格 ¥1,900
A2タテ(A1ヨコ) 　5724046　 参考価格 ¥1,800
B3タテ(B2ヨコ) 　5724047　 参考価格 ¥1,600
A3タテ(A2ヨコ) 　5724048　 参考価格 ¥1,500

　5724061　 参考価格 ¥600

スリムエイト用スタンド
（左右2個セット）
　5724042　 参考価格 ¥300

　5724062　 参考価格 ¥300

フラップS
S100 　5724049　 参考価格 ¥450
S200 　5724050　 参考価格 ¥480
S300 　5724051　 参考価格 ¥520
S400 　5724052　 参考価格 ¥560
S500 　5724053　 参考価格 ¥600

スリムエイト用吊り下げ具
2個セット 　5724054　 参考価格 ¥180
4個セット 　5724055　 参考価格 ¥350

■ラクパネ
さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。

■ワイド30／ピュアパネル
30mmの幅広フレーム。大型パネルに似合います。
ピュアパネルはワイド30に樹脂キャップを取り付けた仕様です。

■スリムエイト
軽量で扱いやすく、手ごろな価格の前開き式ポスターパネル。

【仕様】
前開き式アルミフレーム（屋内用）
背板：紙ダンボール（表面コート）
透明板：ペット樹脂
付属品：吊り下げヒモ、バックスプリング、取扱説明書
※A1、A0、B1、B0にはスライドロックが標準で
付属します。

1フラップR
壁面直付け用。ネジ、マジックテープ・両面
テープ等に対応。（1枚セット、ネジ付属、
テープは付属しません。）

フラップS
壁面直付け用。（1枚セット、ネジ付
属）マジックテープ・両面テープ等
にも対応します。

スリムエイト用吊り下げ具

【仕様】前開き式アルミフレーム（屋内用）　背板：紙ダンボール（表面コー
ト）　透明板：ペット樹脂　付属品：吊り下げヒモ、バックスプリング、取扱
説明書　特徴：ロック機構付き

【仕様】
前開き式アルミフレーム（屋内用）
背板：PP樹脂板　透明板：ペット
樹脂板　付属品：吊り下げヒモ、
バックスプリング、取扱説明書
※A1以上にはスライドロックが
　標準で付属します。

［ラクパネ、ワイド30、ピュアパネル関連オプション］

［スリムエイト関連オプション］

2リテーナー（4個セット）
壁面直付け用（ネジ取り付け）

3スライドロック（4個セット）
フレームが不用意に開くのを防止。

4スタンドバー
折りたたみ可能な簡易スタンド。

スリムエイト用スタンド
折りたたみ可能な簡易スタンド。
B3サイズ以下に対応。

スリムエイト用
スタンドバー
フレーム内側に折りたためるため必
要に応じた使い分けが可能です。
B3サイズ以上に対応します。

フレームロックボタン

※4個セットはリング2個付属
※吊りヒモは付属しません。

2個セットと4個セット
（吊り環つき）との組み
合わせ

5：ブラック4：ホワイト3：シルバー2：ゴールド1：ブラウン【フレームカラー】

ワイド30

2：ブラウン1：ゴールド 3：シルバー 5：ホワイト4：ブラック
【フレームカラー】

2

4

【フレームカラー】1：シルバー　2：ブラック
　　　　　　　   3：ホワイト      4：ゴールド

3

スライドロックスライドロック

1
フラップフラップ

632
※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

ポ
ス
タ
ー
フ
レ
ー
ム

ラクパネ・ワイド30・ピュアパネル・スリムエイト


