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リーズナブルな4か所ビス止めスタンド看板
ポスターを際立たせるために作られたオリジナリティを演出できるスタンドです。

■ポスター用スタンドA看板（PSSK・BPSSKシリーズ）

【材質】フレーム：アルミ押出し材/アルマイト仕上げ　面板：アルミ複合板（黒/白）3mm+アクリル透明板2mm
面板サイズ(mm) 使用時本体サイズ(mm) 重量 商品コード

参考価格(フレーム/面板）
1:シルバー/黒 2:シルバー/白 3:黒/黒

A2 タテ 片面 1m
以下 W490×H664

W500×D395×H985 4.8kg 　5818001□　 ¥20,000 ¥19,000 ¥23,000
A2 タテ 両面 W500×D530×H985 7.1kg 　5818002□　 ¥39,000 ¥37,000 ¥46,000
A2 ヨコ 片面 1m

以下 W664×H490
W674×D395×H985 5.5kg 　5818003□　 ¥21,000 ¥20,000 ¥25,000

A2 ヨコ 両面 W674×D530×H985 7.8kg 　5818004□　 ¥41,000 ¥39,000 ¥50,000
B2 タテ 片面 1m

以下 W585×H798
W595×D395×H985 6.3kg 　5818005□　 ¥20,500 ¥19,500 ¥25,000

B2 タテ 両面 W595×D530×H985 9.3kg 　5818006□　 ¥40,000 ¥38,000 ¥50,000
B2 ヨコ 片面 1m

以下 W798×H585
W808×D395×H985 7.1kg 　5818007□　 ¥21,500 ¥20,500 ¥27,500

B2 ヨコ 両面 W808×D530×H985 10.1kg 　5818008□　 ¥42,000 ¥40,000 ¥54,000
A1 タテ 片面 1m

以下 W664×H910
W674×D395×H970 7.3kg 　5818009□　 ¥22,000 ¥21,000 ¥27,000

A1 タテ 両面 W674×D520×H970 11.6kg 　5818010□　 ¥43,500 ¥41,500 ¥54,000
A1 ヨコ 片面 1m

以下 W910×H664
W920×D395×H970 8.3kg 　5818011□　 ¥23,500 ¥22,500 ¥29,000

A1 ヨコ 両面 W920×D520×H970 12.6kg 　5818012□　 ¥46,500 ¥44,500 ¥58,000
A1 タテ 片面

W664×H910
W674×D440×H1080 7.3kg 　5818013□　 ¥22,000 ¥21,000 ¥27,500

A1 タテ 両面 W674×D575×H1080 11.6kg 　5818014□　 ¥43,500 ¥41,500 ¥55,000
B1 タテ 片面

W798×H1100
W808×D480×H1275 9.3kg 　5818015□　 ¥31,000 ¥30,000 ¥39,000

B1 タテ 両面 W808×D670×H1275 14.9kg 　5818016□　 ¥61,000 ¥59,000 ¥76,000
B1 ヨコ 片面 1m

以下 W1100×H798
W1110×D395×H970 10.4kg 　5818017□　 ¥37,000 ¥36,000 ¥45,000

B1 ヨコ 両面 W1110×D520×H970 15.1kg 　5818018□　 ¥67,000 ¥65,000 ¥82,000
B1 タテ 片面※ 1m

以下 W798×H1100
W808×D820×H990 9.0kg 　5818019□　 ¥31,000 ¥30,000 ¥38,000

B1 タテ 両面※ W808×D1116×H990 14.0kg 　5818020□　 ¥61,000 ¥59,000 ¥75,000
A0 ヨコ 片面 1m

以下 W1258×H910
W1268×D395×H970 12.2kg 　5818021□　 ¥41,000 ¥40,000 ¥50,000

A0 ヨコ 両面 W1268×D520×H970 17.8kg 　5818022□　 ¥80,000 ¥78,000 ¥90,000
B0 ヨコ 片面※ 1m

以下 W1526×H1100
W1536×D820×H990 15.2kg 　5818023□　 ¥60,000 ¥59,000 ¥75,000

B0 ヨコ 両面※ W1536×D1116×H990 23.3kg 　5818024□　 ¥120,000 ¥118,000 ¥138,000
※□にカラーをご指定ください。　
※「※」の商品にはウェイトアームが使用できません。　
※ウェイトアームはP690掲載。

ポスター用スタンドA看板
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A1 タテ両面 A2 タテ片面

2：シルバー／白

1：シルバー／黒

3：黒／黒

バックボードも黒や白の
複合板なので、サイズ
にピッタリのポスターで
はなく小さな写真・広
告・ポスターなどを2枚、
3枚、4枚…と複数展示
することも可能。工夫次
第でオリジナリティあふ
れる看板が作れます。

本体は屋外対応なのでポ
スターに耐水加工してあ
れば屋外でも使用OK。
（転倒防止にウェイトアー
ムなどご使用下さい。）

通常ビスのカラーはシルバーとなります。
ゴールドをご希望の場合は、お見積もり時に通信欄にご明記ください。

看板が車いすや担架に変身？「サポートサイン」

普段は販売促進や情報発信を目的に広
く使われている『看板』として使用。
災害や事故等の緊急時には車いすや担
架といった介助用具として使用できる
新発想の救急介助用具です。

P430

掲載ページ

4カ所の化粧ビス
を取り外すだけで
サインの交換が簡
単に出来ます

アクリル板（透明）2mm

アクリル複合板（黒・白）3mm

化粧ビス

屋外
アタッチメント止め

B1 タテ片面（1m以下） B0 ヨコ両面A1 タテ片面 B2 ヨコ両面

紙・ポスター

1：シルバー/白    2：ブラック/黒　


