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※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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PGライトLED LUXUT（ルクスト）
【仕様】DC12V/2.5A 電源内臓　高輝度白色LED使用　フレーム幅：44mm　厚み：46mm　【カラー】フレーム色：シルバー（艶有）　コーナー色：（メッキ）

ポスター寸法(mm) 画面寸法(mm) 外枠寸法(mm) LED使用個数 消費電力（W） 照度 重量(kg) 電源コード長さ(mm) 商品コード 参考価格

A1 594×841 583×832 674×923 162 36 3200lx 8.9 3000 　5065276　 ￥156,400
B1 728×1030 717×1021 808×1112 204 43 4300lx 11.2 3000 　5065275　 ￥203,300

仕様は予告無く変更することがあります。

PG-44R TG-44R PG-44S
カラー　1 ・ 2 カラー　3 ～ 6 カラー　7 ・ 8 カラー　1 ・ 2 ・ 4 ・ 5 ・ 6 カラー　1 カラー　2 ～ 4 カラー　6 ・ 7

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 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 商品コード 参考価格

B0 　5065171□　 ¥229,300 　5065169□　 ¥231,400 　5065170□　 ¥226,000 　5065205□　 ¥236,600 　50651891　 ¥231,400 　5065187□　 ¥233,500 　5065188□　 ¥237,700
B1 　5065174□　 ¥98,000 　5065172□　 ¥102,000 　5065173□　 ¥108,000 　5065206□　 ¥106,000 　50651921　 ¥99,000 　5065190□　 ¥103,000 　5065191□　 ¥110,000
B2 　5065177□　 ¥63,000 　5065175□　 ¥67,000 　5065176□　 ¥71,000 　5065207□　 ¥70,000 　50651951　 ¥64,000 　5065193□　 ¥68,000 　5065194□　 ¥73,000
A0 　5065180□　 ¥166,800 　5065178□　 ¥168,900 　5065179□　 ¥165,000 　5065208□　 ¥173,000 　50651981　 ¥168,900 　5065196□　 ¥171,000 　5065197□　 ¥175,100
A1 　5065183□　 ¥75,000 　5065181□　 ¥79,000 　5065182□　 ¥85,000 　5065209□　 ¥82,000 　50652011　 ¥76,000 　5065199□　 ¥80,000 　5065200□　 ¥86,000
A2 　5065186□　 ¥51,000 　5065184□　 ¥55,000 　5065185□　 ¥59,500 　5065210□　 ¥57,500 　50652041　 ¥52,000 　5065202□　 ¥56,000 　5065203□　 ¥61,000
※□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。 仕様は予告無く変更することがあります。

サイズ ポスター寸法
（mm）

画面寸法
（mm） 外枠寸法 LED個数 消費電力 照　度 重　量

B0 1030 × 1456 989 × 1415 1078 × 1504 288 41.6W 1700Lux 15.0Kg

B1 728 × 1030 687 × 989 776 × 1078 144 20.8W 2000Lux 8.5Kg

B2 515 × 728 474 × 687 563 × 776 72 10.4W 2450Lux 4.8Kg

A0 841 × 1188 800 × 1147 889 × 1236 234 33.8W 2100Lux 10.0Kg

A1 594 × 841 553 × 800 642 × 889 84 12.1W 1900Lux 5.9Kg

A2 420 × 594 379 × 553 468 × 642 57 8.2W 2200Lux 2.8Kg

46mm

高輝度LEDでメディアが鮮明に。明るく、長持ち、影ムラなし！

角型 Ｒ型

■PGライトLEDスリム屋内専用 ※P672に専用スタンドを掲載しております。

■PGライトLEDルクスト屋外防水仕様

アダプターフレーム内蔵型 46mm 厚エッジライト方式

●前4辺のフレームが手で簡単に
　開閉できます。
●フレームは、PG-44R型・シルバー色です。
●エッジライト方式・4mm厚
　アクリル導光板使用。
●小型アダプター(DC12V/2.0A)フレーム内蔵。

●1年間の安心保証付です。
●出力はバックライトフィルムが最適で
　安価です。
●防水用パックシートが付いています。
※パックシートは消耗品とお考えください。ご使用に
なる環境により素材の性質上、熱変形が生じること
がありますのでご了承ください。

●前4辺のフレームが手で簡単に開閉できます。
●掲示物原稿はインクジェット出力によるバックライ
トフィルムが最適。
●1年間の保証期間で安心です。
●高輝度（B1で2,000ルクス以上）、本体は超極薄で
厚み24mm

【仕様】フレーム幅：44mm
厚さ：24mm
ランプ：高輝度白色LED（国産）使用、寿命

約40,000時間
導光板：アクリル板4mm厚
表面カバー：アクリル板1.5mm厚
フレーム素材：アルミ型材
コーナー素材：ABS樹脂

付属品：ACアダプター　DC12V
B0用・・・・・・・・・・A5（コード全長4.4m）
A0／B1用・・・・・・・3.3A（コード全長4.5m）
A1／A2／B2用・・・・2.08A（コード全長4.4m）

PG-44R ・ TG-44R PG-44S

1：シルバー梨
地調

1：化研　　
　クローム

3：ゴールド
梨地調

3：ブラック4：化研　　
　クローム

4：ホワイト5：ブラック 6：ケヤキ6：ホワイト 7：白木7：レッド 8：イエロー2：シルバー
　ツヤ有り

2：化研　　
　ゴールド

アダプターは
2個内蔵

PGライトLEDスリム（屋内用・屋外用）
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※ TGの仕様については P623 を参照してください。

※こちらの商品はスタンド仕様となります。
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