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スタンド黒板
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KBD87-1 片面スタンド黒板
マーカー用

【サイズ】約W500×D400×H850mm
【面板サイズ】W430×H680mm　※マグネット可

　5051004　 参考価格 ¥8,900

TBD70 1~4 スタンド黒板
【サイズ】約W520×D580×H1090mm　
【材質】木製

　5051034□　 参考価格 ¥13,000
※□にタイプをご指定下さい。

ブラックボード用マーカーで書き消
し自由！
一台でイーゼル+ボードの機能を果
たします。

4:洋風
（両面マーカー用黒板）

マグネット
OK！

マグネット
OK！

片面のみ
マグネット
OK！

TBD60-1 スタンド黒板
【サイズ】約W450×D650×H970mm
【板サイズ】W450×H600mm　【材質】松

　50510181　 参考価格 ¥8,900

■ポスターパネル・マーカーブラックボード兼用スタンド両面タイプ

PBD110-1 木製枠スタンドポスターパネル
【サイズ】約W610×D620×H1110mm
【面板サイズ】外寸：W605×H855mm　内寸：W535×H785mm

　5051053　 参考価格 ¥34,100

・四辺前開き
・木製枠
・ポスター用透明シート付
・マーカー＆チョーク
  ボード

■木製枠ポスターパネル・ブラックボード兼用スタンド ■片面スタンド黒板マーカー用

■四種から選べるスタンド黒板

■ビッグタイプ（オールブラック）

アルミ枠ポスターパネルスタンド 両面タイプ
ポスター

サイズ 本体サイズ（mm） 重量
（kg） カラー 商品コード 参考価格

① A1 約W655×D575×H1150 約8.8 アルミ 　5051001　 ¥36,900
② B2 約W557×D490×H1025 約6.5 アルミ 　5051002　 ¥32,800
③ A1 約W655×D575×H1150 約9.4 黒 　5051075　 ¥51,900
④ A1 約W655×D575×H1150 約9.4 赤 　5051076　 ¥51,900

スタンド黒板
【サイズ】W600×D530×H1210mm　
【材質】木製

　5051084　 参考価格 ¥17,800

アルミ枠メニュースタンド
【サイズ】本体外寸：約W330×D245×H1000mm 面板：W460×H337mm
【重量】約4.8kg(おもり約2.7kg)

　5051077　 参考価格 ¥17,800

3:洋風
（両面ホワイトボード）2:和風（両面黒板）

■面板はタテ・ヨコ回転可能 ■スタンド黒板

ボ ード 部 分 はブラックボ ード マ ー
カー用で書き消し自由で、マグネット
使用も可能です。
また、ポスターパネルとしてもご使用
いただけます。
表面は透明プラスチックシート付で
雨天でもご使用可能ですが、完全防
水ではありませんのでご注意くださ
い。
重量タイプですので屋外でのご使用
にも適しています。

レストランのメニューやいろいろなイベントの案内等に！

ポスターとマーカーの
両方が使用可能。

アルミ色のみB2タイ
プがあります。
重石用ステーはあり
ません。

Ａ3ポスターパネルと
してもご使用いただ
けます。

ボード部分はブラック
ボード用マーカーで書
き消し自由でマグネッ
ト使用も可能です。

面板を回転させるだけ
でタテ型でも使用でき
ます！！

1:洋風リバーシブル

マグネット
OK！

（表：ホワイトボード）
（裏：チョーク［緑］）

①②

③
④

マグネット
OK！

廃番
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■スタンド黒板（チョーク用） ■POPボード

スタンド黒板・POPボード・イーゼル・ミニ黒板

手
書
き
ボ
ー
ド
＆
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ー
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TBD80-1・2 スタンド黒板
【サイズ】約W500×D400×H860mm　【板サイズ】W430×H680mm
【材質】松／MDF板　【備考】マグネット可（マーカー用のみ）

型番 商品コード 参考価格

マーカー用 　5051003　 ¥10,300
チョーク用 　5051040　 ¥10,300

マーカー用

マグネット
OK！

チョーク用

TBD83-1 
スタンド黒板（チョーク用）

【サイズ】本体：W360×D430×H810mm
　　　    黒板部：W360×H700mm
　5051014　 参考価格 ¥9,600

TBD94-1・2 スタンド黒板（チョーク用）
【サイズ】本体：W450×D690×H1110mm　 黒板部：W450×H900mm

商品コード 1: ブラック 2: レッド

　5051054□　 参考価格　¥13,000 参考価格　¥14,400
※□にはカラー番号をご指定下さい。1: ブラック　2: レッド

HECA-124 木製L型
イーゼル 茶

【サイズ】約W410×D450×H1140
（～1480）mm
【仕上げ】塗装

　5051011　 参考価格 ¥13,000

イーゼル（白木・焼きタイプ）
本体サイズ（W×D×H）mm 商品コード 参考価格

① 約510×520×1035 　5051007　 ¥8,600
② 約590×650×1250 　5051008　 ¥9,600
③ 約510×520×1035 　5051009　 ¥7,500
④ 約590×650×1250 　5051010　 ¥8,200

本体の角度調整も
自在にできます。

ボード受け、押さえは
お好みの高さで固定できます。

①HEWC-10 ③HEYC-10

②HEWC-12 ④HEYC-12

■マーカーボード付イーゼル ■和風スタンド黒板

■木製ローコストイーゼル ■木製L型イーゼル茶

②APB-444①APB-303

④APB-443③APB-302

POPボード
【材質】再生PET

面板サイズ（mm） 商品コード 参考価格

くさり付 ① 約W300×H217 　5051026　 ¥750
② 約W445×H300 　5051027　 ¥1,100

ボードのみ ③ 約W300×H217 　5051085　 ¥520
④ 約W445×H300 　5051086　 ¥890

ボード部分はブラックボード用マーカー
で書き消し自由。
大・中サイズは透明シート付でポスター
スタンドとしても
ご使用いた
だけます。

ボード付マーカー用イーゼル
型番 サイズ（mm） 面板サイズ(mm) 商品コード 参考価格

①卓上用 約W235×H436 約W230×H300 　5051078　 ¥3,500
②中サイズ 約W455×H940 約W455×H578 　5051079　 ¥15,000
③大サイズ 約W600×H1170 約W600×H825 　5051080　 ¥23,200

■マーカー用スタンド黒板 ■スイングリバーシブル

③大サイズ

②中サイズ ①卓上用

蛍光マーカーで書き消し
ＯＫ！

マーカー用スタンド黒板
【サイズ】本体：約W600×D520×H1040mm　面板：約W480×H770mm

　5051082□　 参考価格 ¥19,100
※□にはカラー番号をご指定下さい。1: ブラウン　2: ブルー

緑枠スタンド黒板マーカー用
【サイズ】本体：約W520×D410×H860mm

面板：約W420×H660mm
　5051083　 参考価格 ¥23,200

赤枠マーカー用スタンド黒板（スウィング切替タイプ）
【サイズ】本体：約W712×D420×H1110mm　面板：約W568×H812mm

　5051081　 参考価格 ¥23,200

■緑枠スタンド黒板マーカー用
スウィングさせ
れ ば ブ ラ ッ ク
ボード面とホワ
イトボード面の
切 替 が で きま
すので、2 通り
の使い方が可
能です。

マグネット
OK！

片面のみ
マグネット
OK！

マグネット
OK！

廃番

廃番

廃番


