
ポスターを本のよう
にめくりながら見ら
れるようにしたいを
可能に。B1 ～ A4 ま
で対応し、映画館や
ショールーム・展示
会などご利用いただ
ける場所は様々。
本体のみ仕様・ポス
ター仕様・出力込ス
チレンボード仕様の
3 タイプをご用意い
たしました。

本のようにパラパラめくれるポスターフレーム。

【カラー】【価格・サイズ表】
本体のみ　※ウォールブラケットとフレームのみの価格で、中に入れるパネル(t3～5mm推奨)はご自身で用意して頂くタイプです。	

フレームサイズ 適応パネルサイズ
10フレーム 5フレーム

商品コード
参考価格

商品コード
参考価格

Aカラー Bカラー Aカラー Bカラー

B1 W756×H1058 W728×H1030 　5409001□　 　5409002□　 ¥93,300 　5409017□　 　5409018□　 ¥46,800
B2 W543×H756 W515×H728 　5409003□　 　5409004□　 ¥88,400 　5409019□　 　5409020□　 ¥45,500
B3 W392×H543 W364×H515 　5409005□　 　5409006□　 ¥70,200 　5409021□　 　5409022□　 ¥36,400
B4 W285×H392 W257×H334 　5409007□　 　5409008□　 ¥58,500 　5409023□　 　5409024□　 ¥29,900
A1 W622×H869 W594×H841 　5409009□　 　5409010□　 ¥84,500 　5409025□　 　5409026□　 ¥42,900
A2 W448×H622 W420×H594 　5409011□　 　5409012□　 ¥76,700 　5409027□　 　5409028□　 ¥39,000
A3 W325×H448 W297×H420 　5409013□　 　5409014□　 ¥58,500 　5409029□　 　5409030□　 ¥29,900
A4 W238×H325 W210×H297 　5409015□　 　5409016□　 ¥53,600 　5409031□　 　5409032□　 ¥28,600

（2W）

本体＋両面ポスター仕様　※ポスターや出力紙を自由に差し替えられるタイプです。(透明PET0.5mm×2枚＋スチレンt3mm)	

フレームサイズ パネルサイズ
10フレーム 5フレーム

商品コード
参考価格

商品コード
参考価格

Aカラー Bカラー Aカラー Bカラー

B1 W756×H1058 W728×H1030 　5409033□　 　5409034□　 ¥347,100 　5409049□　 　5409050□　 ¥189,700
B2 W543×H756 W515×H728 　5409035□　 　5409036□　 ¥191,000 　5409051□　 　5409052□　 ¥107,800
B3 W392×H543 W364×H515 　5409037□　 　5409038□　 ¥150,700 　5409053□　 　5409054□　 ¥92,300
B4 W285×H392 W257×H334 　5409039□　 　5409040□　 ¥128,900 　5409055□　 　5409056□　 ¥77,700
A1 W622×H869 W594×H841 　5409041□　 　5409042□　 ¥193,600 　5409057□　 　5409058□　 ¥110,700
A2 W448×H622 W420×H594 　5409043□　 　5409044□　 ¥162,400 　5409059□　 　5409060□　 ¥97,500
A3 W325×H448 W297×H420 　5409045□　 　5409046□　 ¥133,800 　5409061□　 　5409062□　 ¥79,300
A4 W238×H325 W210×H297 　5409047□　 　5409048□　 ¥120,800 　5409063□　 　5409064□　 ¥72,500

（2W）

本体＋両面出力ボード仕様　

フレームサイズ パネルサイズ
10フレーム 5フレーム

商品コード
参考価格

商品コード
参考価格

Aカラー Bカラー Aカラー Bカラー

B1 W756×H1058 W728×H1030 　5409065□　 　5409070□　 ¥461,100 　5409085□　 　5409086□　 ¥262,400
B2 W543×H756 W515×H728 　5409071□　 　5409072□　 ¥280,000 　5409087□　 　5409088□　 ¥163,700
B3 W392×H543 W364×H515 　5409073□　 　5409074□　 ¥201,300 　5409089□　 　5409090□　 ¥111,700
B4 W285×H392 W257×H334 　5409075□　 　5409076□　 ¥136,400 　5409091□　 　5409092□　 ¥82,900
A1 W622×H869 W594×H841 　5409077□　 　5409078□　 ¥363,700 　5409093□　 　5409094□　 ¥193,600
A2 W448×H622 W420×H594 　5409079□　 　5409080□　 ¥228,600 　5409095□　 　5409096□　 ¥126,000
A3 W325×H448 W297×H420 　5409081□　 　5409082□　 ¥145,000 　5409097□　 　5409098□　 ¥82,900
A4 W238×H325 W210×H297 　5409083□　 　5409084□　 ¥113,000 　5409099□　 　5409100□　 ¥66,300

（3W）
※出力したスチレンボードt5mmにマットラミネート加工を施したタイプです。
枚数分（フレーム数×2）の完全データをご入稿ください。	

1:	ホワイト

8:	ベージュ

7:	グリーン

6:	ブラウン

5:	ブラック

4:	ブルー

3:	レッド

2:	グレー

ウォールブラケットは、ビ
スにて壁面または什器に
取り付けます。
※ウォールブラケットサ
イズ(W410×23mm角)、
穴径5mm(2か所)
※ネジはご用意くださ
い。

ポスターフレームは、パ
ネルを差し込む形にフ
レームを組む構造です。
パネル交換の際は、上部
のみフレームを外すだけ
でパネルの抜き差しが可
能です。

各ポスターフレームと
ウォールブラケットは、
金具を抜き差しするだけ
で、取り外し可能。
また、ポスターを間引い
て使用する事も可能で
す。

Aカラー

Bカラー

1:	グレー
メタリック

2:	イエロー

3:	ティール
グリーン

4:	バーガンディ

5:	パープル

6:	ハンター
グリーン

7:	オレンジ

8:	クリア
ブルー

【構造】

同フレームでこんなことも可能です

ご依頼・ご相談

オーダー手順
巻末へ

上記と同じフレームを使用して、広告ウォールやカウンターなどの販促什器、展示会ブース
全般を制作する事が可能です。
出力設置を含めて行えますので、図面やスケッチを頂ければお見積を致します。

※□にフレームのカラーをご指定ください。

※□にフレームのカラーをご指定ください。

※□にフレームのカラーをご指定ください。

634
※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
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