
688
※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

アクリル板（透明）2mm

カバーアクリル板
（透明）1.5mm

アルミ複合板
（黒／白）3mm

化粧ビス∅16

アルミフレーム

頻繁にポスターを交換する方にオススメ！！ 抜き差しするだけ！

パネルのフレーム4辺が手前にオープン！ポスター交換が簡単楽 ！々

A1 タテ片面（1m以下） B2 タテ両面（1m 以下） A2 タテ片面

【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/アクリルレール接着加工　表面カバー：アクリル透明1.5mm

面板サイズ(mm) 使用時本体サイズ(mm) 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 　5818025□　 ¥23,800 ¥22,800 ¥46,600

A2 タテ 両面 W500×D530×H985 　5818026□　 ¥46,600 ¥44,600 ¥59,500
B2 タテ 片面

W585×H798
W595×D395×H985 　5818027□　 ¥25,000 ¥24,000 ¥33,100

B2 タテ 両面 W595×D530×H985 　5818028□　 ¥49,000 ¥47,000 ¥62,100
A1 タテ 片面

W664×H910
W674×D395×H970 　5818029□　 ¥26,400 ¥25,400 ¥35,600

A1 タテ 両面 W674×D520×H970 　5818030□　 ¥52,300 ¥50,300 ¥67,000
A1 タテ 片面

W664×H910
W674×D440×H1080 　5818031□　 ¥26,400 ¥25,400 ¥35,800

A1 タテ 両面 W674×D575×H1080 　5818032□　 ¥52,300 ¥50,300 ¥67,200
B1 タテ 片面※ 1m

以下 W798×H1100
W808×D820×H990 　5818033□　 ¥35,600 ¥34,600 ¥47,300

B1 タテ 両面※ W808×D1116×H990 　5818034□　 ¥70,200 ¥68,200 ¥89,900
B1 タテ 片面

W798×H1100
W808×D480×H1275 　5818035□　 ¥35,600 ¥34,600 ¥47,700

B1 タテ 両面 W808×D670×H1275 　5818036□　 ¥70,200 ¥68,200 ¥90,300
※□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P658に掲載しております。　※特注・別注承ります。詳しくは下部をご覧ください。

アクリルカバーを上へ引き上げ中のポス
ターを交換します。ポスターを交換したら
アクリルカバーを元に戻します。
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ポスター用スタンドA看板＆ポスター用メッセージ直立スタンド

2：シルバー／白 3：黒／黒

■ポスター用スタンドA看板  セパレートポケット（PSSK SPシリーズ）

■ポスターグリップスタンド看板 PGSK

表面のアクリルを取り外すことなくポスターを抜き差しできます。
化粧ビスの紛失もなく、短時間で交換が可能です。

パネルのフレーム4辺が手前にオープン！ポスター交換が簡単楽 ！々
屋内用と屋外用から選べます。

【ご注意】屋外用は雨などの水に濡れても大丈夫ですが、防水ではありません。
パネルの隙間などから水が浸入する恐れがあります。ポスター (印刷物)には耐水加工などを
施してご使用ください。

ポスターグリップスタンド看板 PGSK 紙・ポスター
【材質】フレーム：アルミ押出し材／アルマイト仕上　パネル表面カバー：1.5mm厚アクリル板　背面板：(屋内用)ハードボード　(屋外用)アルミ複合板

ポスターサイズ(mm) 外寸W×H×D(mm)
屋内用 屋外用

商品コード 1：シルバー/銀 ２：ブラック/黒 商品コード 1：シルバー/銀 ２：ブラック/黒

 A2 片面 1m
以下 420×594

470×980×395 　5818288□　 ¥16,000 ¥17,000 　5818289□　 ¥16,500 ¥17,500
両面 470×980×510 　5818290□　 ¥21,500 ¥23,000 　5818291□　 ¥22,500 ¥24,000

 A1
ロウタイプ

片面 1m
以下 594×841

644×980×395 　5818292□　 ¥20,000 ¥21,000 　5818293□　 ¥21,000 ¥22,000
両面 644×980×510 　5818294□　 ¥28,000 ¥29,000 　5818295□　 ¥30,000 ¥31,000

A1 片面
594×841

644×1105×440 　5818296□　 ¥20,000 ¥21,000 　5818297□　 ¥21,000 ¥22,000
両面 644×1105×575 　5818298□　 ¥28,000 ¥29,000 　5818299□　 ¥30,000 ¥31,000

A0横 ロウタイプ 片面 1189×841 1239×980×395 ー ー ー 　5818300□　 ¥44,000 ¥44,000
B2 片面 1m

以下 515×728
565×980×395 　5818301□　 ¥17,000 ¥18,000 　5818302□　 ¥18,000 ¥19,000

両面 565×980×510 　5818303□　 ¥23,500 ¥25,000 　5818304□　 ¥25,500 ¥27,000
B1

ロウタイプ
片面 1m

以下 728×1030
778×995×750 　5818305□　 ¥25,000 ¥26,000 　5818306□　 ¥27,000 ¥28,000

両面 778×995×1130 　5818307□　 ¥35,000 ¥36,000 　5818308□　 ¥39,000 ¥40,000
B1 片面

728×1030
778×1300×480 　5818309□　 ¥25,000 ¥26,000 　5818310□　 ¥27,000 ¥28,000

両面 778×1300×670 　5818311□　 ¥35,000 ¥36,000 　5818312□　 ¥39,000 ¥40,000
B1横

ロウタイプ
片面 1m

以下 1030×728
1080×980×395 　5818313□　 ¥27,000 ¥28,000 　5818314□　 ¥29,000 ¥30,000

両面 1080×980×510 　5818315□　 ¥37,000 ¥38,000 　5818316□　 ¥41,000 ¥42,000
B0横 片面 1456×1030 1507×995×750 ー ー ー 　5818317□　 ¥63,000 ¥63,000

※□にはカラー番号をご指定ください。　1：シルバー/銀　2：ブラック/黒　※防水パックシート付ではありません。

1：シルバー／黒

片面 両面
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アクリル板（透明）2mm

カバーアクリル板
（透明）1.5mm

アルミ複合板
（黒／白）3mm

化粧ビス∅16

アルミフレーム

紙・ポスター

スライドタテ

4 辺開きヨコ 4 辺開きタテ

屋外屋内

1：シルバー/白    2：ブラック/黒　

1：シルバー/銀 

  2：ブラック/黒　

廃番 廃番
廃番 廃番

廃番

廃番


