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お客様の目を引く為だけにデザインしました。
豊富なサイズバリエーション！
壁・片面・両面・卓上・島上　全46種類

B0スタンド片面 A1スタンド片面

A1壁付け
B0スタンド両面

A1スタンド両面 B1スタンド片面

i Flash i フラッシュ

全サイズ13種類
A1・B1・A0・B0・A1 Half・A2・B2はスタンド壁付け・片面・両面を選べます。
A4・B4・A3・A4 Half・B4 Half・A3 Half は壁付け・卓上タイプになります。

A4 A4
Half

A3 A3
HalfB4 B4

Half

A1

A2
B2

B1
A0

B0

A1
Half

サイズ一覧

使用方法　電源コードをコンセントに差し、リモコンで点灯します。
付属品　本体・電源コード・リモコン
注意事項　スタンド両面の重量は片面の倍になります。

通路に最適の両面タイプ
両方からお客様を誘導！

壁に取り付け、通路のスペースを
確保して効果的にアピール

パネル外寸(壁付け )

本体重量

電源

ポスターサイズ
( 見え寸 )

ス
タ
ン
ド

片面　展開時
両面　展開時

931×684×50mm

10kg 14.5kg 18kg 27kg

A1 サイズ
(584×831mm)

AC100-220V
DC12V 7A

AC100-220V
DC12V 8A

AC100-220V
DC12V 10A

AC100-220V
DC12V 10A

B1 サイズ
(708×1,010mm)

A0 サイズ
(831×1,178mm)

B0 サイズ
(1,020×1,446mm)

1,130×827×50mm 931×1,278×50mm 1,120×1,546×50mm

880×684×510mm 985×827×805mm 880×1,278×510mm 985×1,546×805mm

925×684×610mm 995×827×1,230mm 925×1,278×610mm 995×1,546×1,230mm

14.5kg 6kg

AC100-220V
DC12V 8A

AC100-220V
DC12V 5A

B1 横サイズ
(708×1,010mm)

A1 ハーフサイズ
(287×831mm)

827×1,130×50mm 931×382×50mm

985×1,130×510mm 880×382×510mm

925×382×610mm

5.5kg

AC100-220V
DC12V 5A

A2 サイズ
(410×585mm)

685×510×50mm

880×510×510mm

925×510×610mm

8kg

AC100-220V
DC12V 6A

B2 サイズ
(505×718mm)

818×605×50mm

880×605×510mm

925×605×610mm

パネル外寸

本体重量

電源

ポスターサイズ
( 見え寸 )

卓
上

タテ置き時
ヨコ置き時

300×387×50mm

2kg 2.5kg 1.5kg 2kg

A4 サイズ
(200×287mm)

AC100-220V
DC12V 2A

AC100-220V
DC12V 3A

AC100-220V
DC12V 2A

AC100-220V
DC12V 3A

B4 サイズ
(247×354mm)

A4 ハーフサイズ
(95×287mm)

B4 ハーフサイズ
(118.5×354mm)

347×454×50mm 195×387×50mm 218.5×454×50mm
377×300×142mm 435×347×142mm 435×218.5×142mm
291×387×142mm 318×454×142mm 160×387×170mm 170×454×142mm

3kg
AC100-220V
DC12V 3A

A3 サイズ
(287×410mm)
387×510×50mm
494×387×142mm
377×510×142mm

2.5kg
AC100-220V
DC12V 3A

A3 ハーフサイズ
(139×410mm)

239×510×50mm
494×239×142mm
231×510×142mm

島
上

90°置き時
45°置き時

A1サイズ
790×931×50mm 490×931×50mm 495×510×50mm 345×510×50mm

395×931×305mm 400×510×305mm 290×510×200mm

A1 ハーフサイズ A3サイズ A3ハーフサイズ

i Flash サイズリスト

最大サイズのB0
両面で更に迫力大

点滅パターンの動画は弊社ホームページよりご確認出来ます。
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A1
B1

A0

B0

A1
Half

i Flash i フラッシュ

簡単リモコン操作・発光パターン

i Flash Sirius i フラッシュ　シリウス

光の動きで歩みを止めろ！
見た事のない新たな効果！光が流れる！
i Flash が進化しました。
驚愕の 133パターン。

使用方法　電源コードをコンセントに差し、リモコンで点灯します。
付属品　本体・電源コード・コントロールボックス・リモコン
注意事項　スタンド両面の重量は片面に倍になります。

スタンド片面

B0　スタンド片面

スタンド両面

全サイズ5種類
スタンド片面・両面をどちらも選べます。
壁、片面、両面、島上　全18種類

サイズ一覧多彩な点灯効果でアイキャッチをお約束します。

i Flash Sirius サイズリスト

島上可能サイズ
A1ハーフ・A1・A3・A3ハーフの4種類
A1のみ重さにより垂直の仕様
サイズは 5pに記載されています。

卓上可能サイズ
A4・B4・A3・A4ハーフ・
B4ハーフ・A3ハーフの6種類
A4ハーフのみビスが２本です。
右の写真の仕様になります。
サイズは 6pに記載されています。

ビスの位置を変える
だけで縦向き・横向き
どちらでも使用OK。

A1ハーフ

A4ハーフ 壁付けA4ハーフ A4タテ使用

A4ヨコ使用

卓上タイプ

A4 ハーフのみ
ビスが２本です。
右の写真の仕様
になります。

島上土台写真

島上に新しいインパクトを！
島上に簡単ラクラク設置可能。

パネル外寸 (壁付け )

本体重量

電源

ポスターサイズ
(見え寸 )

ス
タ
ン
ド

片面　展開時
両面　展開時

942×693×50mm

10kg 14.5kg 18kg 27kg

A1 サイズ
(574×821mm)

AC100-220V
DC12V 5A

AC100-220V
DC12V 6A

AC100-220V
DC12V 7A

AC100-220V
DC12V 10A

B1 サイズ
(708×1,010mm)

A0 サイズ
(831×1,178mm)

B0 サイズ
(1,020×1,446mm)

1,129×825×50mm 931×1,278×50mm 1,120×1,546×50mm
880×684×510mm 980×827×780mm 880×1,278×510mm 980×1,546×780mm
925×684×610mm 995×827×1,080mm 925×1,278×610mm 995×1,546×1,080mm 925×382×610mm

14.5kg
AC100-220V
DC12V ６A

B1 横サイズ
(708×1,010mm)
825×1,129×50mm
880×1,130×510mm

6kg
AC100-220V
DC12V 5A

A1 ハーフサイズ
(287×831mm)
931×382×50mm
880×382×510mm

●雨、雪、水に濡れる場所でのご使用はお避けください。保証の対象外となります。
●リモコンの反応が悪くなった場合は、電池交換をお試しください。●内照パネルは本体スイッチのON/OFF の操作のみ。
●アクリル ( 表面 ) は非常に割れやすい素材です。ご使用時は十分ご注意下さい。
●B1以上のサイズになりますと重くなります。必ず 2名様以上でお取扱い下さい。
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簡単リモコン操作普通のi Flashと何が違うのか？

リモコン 本体コントローラー

パターン変更

対応しておりません

スピード変更

一時停止

オンオフ今までの i Flash は全ての LEDが同じ色で光っていますが、
シリウスは個々の LEDが独立していて別々の色で光ることが出来ます。
なので光が動いているような表現が出来ます。

i Flash Sirius

点滅パターンの動画は弊社ホームページよりご確認出来ます。

点滅パターンの動画は弊社ホームページよりご確認出来ます。

おすすめ効果パターン

リモコン表示「H018」リモコン表示「H019」リモコン表示「H029」リモコン表示「H045」リモコン表示「H053」

リモコン表示「H054」リモコン表示「H096」リモコン表示「H097」リモコン表示「H120」

Side Flash サイドフラッシュ

 i Flash に簡単取り付け！
ローコストで自由に i Flash をアレンジ

※ルーターカットの特性で使用する刃物の直径の半分の Rが内角に付きますので、ご了承願います。
　カットの場合は4ミリの刃を使用します。事前にご相談ください。
　左の図の黒い丸はルーターの刃です。

サイズ　　Aサイズ　H 620~930mm　W 200~400mm　D 5mm
　　　　　Bサイズ　H 920~1130mm　W 200~400mm　D 5mm
　　　　　スモールサイズ　H 200~300mm　W 200~400mm　D 5mm
シート出力サイズ　H ~800mm　W ~250mm
使用方法　付属のアルミフレームを i Flash のアルミフレームに固定用ビスで取り付けます。
　　　　　他社の製品にも取付け可能です。
付属品　　本体 ( アクリル )・専用アルミフレーム・固定用ビス・化粧ビス
データ入稿　イラストレーター (.ai の拡張子データ ) データ支給にて承ります。
　　　　　　弊社のホームページからテンプレートをダウンロードして下さい。

入稿データ注意事項

彫刻で使用する刃物は一番細い刃で1ミリです。幅が1mm以下は彫刻が出来ません。
赤の丸がルーターの刃と仮定とし、機械の性質上、幅の狭い所は彫刻をしません。

このまま加工すると
幅1mm以下部分は
彫刻されません。

Aサイズ

Aサイズ シリウスに取付

スモールサイズ
アクリルカット・彫刻は刃の太さが影響しますので、あまり鋭角のカットや細かい彫刻は出来ません。

B0　スタンド両面A1　スタンド片面

●雨、雪、水に濡れる場所でのご使用はお避けください。保証の対象外となります。
●リモコンの反応が悪くなった場合は、電池交換をお試しください。●内照パネルは本体スイッチのON/OFF の操作のみ。
●アクリル ( 表面 ) は非常に割れやすい素材です。ご使用時は十分ご注意下さい。
●B1以上のサイズになりますと重くなります。必ず 2名様以上でお取扱い下さい。

0.8mm

1.5mm

デザインシート貼り付けもOK
キャラクター物も作成出来ます。
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ウルトラライトパネルUltra Light Panel ウルトラライトイーゼルUltra Light Easel
ポスターパネルが内照になって
訴求力アップ！
アルミフレームで高級感！

サイズ一覧

いろいろな場所で大活躍。
装飾規制対応1m以下！
アルミフレームで高級感！

サイズ一覧
B1 SizeA1 Size

A0 Size B0 Size

LEDエッジライト方式で極薄！

4辺開閉式で
ポスター交換が簡単！

消費電力を抑えて、
お客様を効果的に誘導！
暗い場所でもポスターが
見やすい絶大な訴求効果

スイッチ付電源ユニッ
トで簡単ON・OFF

スイッチ

アダプター

無点灯時点灯時

ON OFF
最新導光板テクノロジーで明るい

サイズ表

B1 SizeA1 Size A0 Size B0 Size

15mm

素材　アルミ押出材　 アルマイト仕上
推奨メディア　バックライトフィルム
付属品　ACアダプター・壁付けビス
　　　　イーゼルにはビスは付属しません

パネル外寸 ( 壁付け )

本体重量

電源

ポスターサイズ
( 見え寸 )

イ
ー
ゼ
ル

片面　展開時
両面　展開時

872×626×15mm

6kg 11kg 15kg 22kg

A1 サイズ
(566×812mm)

AC100-220V
DC12V 3A

AC100-220V
DC12V 4A

AC100-220V
DC12V 5A

AC100-220V
DC12V 5A

B1 サイズ
(706×1,006mm)

A0 サイズ
(812×1,158mm)

B0 サイズ
(1,002×1,426mm)

1,068×765×15mm 892×1,239×15mm 1,080×1,505×15mm
フレーム太さ 30mm 30mm 40mm 40mm

870×625×510mm 995×765×680mm 870×1,239×510mm 995×1,505×680mm
865×625×725mm 995×765×1,050mm 865×1,239×725mm 995×1,505×1,050mm

ウルトラライトパネル
ウルトラライトイーゼル
両方のサイズを明記してあります。
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i Board Series

サイズ　片面　H 955mm　W 665mm　D 510mm
　　　　両面　H 990mm　W 665mm　D 620mm

ポスタースタンドの新提案
　　　装飾規則対応 1m以下

A1 Size

サイズ　片面　H 990mm　W 800mm　D 690mm
　　　　両面　H 990mm　W 800mm　D 1,060mm

B1 Size

サイズ　片面　H 990mm　W 1,520mm　D 690mm
　　　　両面　H 990mm　W 1,520mm　D 1,060mm

B0 Size

サイズ　片面　H 955mm　W 1,250mm　D 510mm
　　　　両面　H 990mm　W 1,250mm　D 620mm

A0 Size

サイズ　片面　H 955mm　W 375mm　D 510mm
　　　　両面　H 990mm　W 375mm　D 620mm

A1 Half Size

サイズ　片面　H 955mm　W 1,100mm　D 510mm
　　　　両面　H 990mm　W 1,100mm　D 620mm

B1 Sideway Size

サイズ　片面　H 955mm　W 492mm　D 510mm
　　　　両面　H 990mm　W 492mm　D 620mm

A2 Size

サイズ　片面　H 475mm　W 375mm　D 290mm
　　　　両面　H 475mm　W 375mm　D 440mm

A3 Size

サイズ　片面　H 955mm　W 588mm　D 510mm
　　　　両面　H 990mm　W 588mm　D 620mm

B2 Size

アイボード　シリーズ

パネルカラー・フレームカラーの写真は次のページです。
使用化粧ビス 15φ



●看板の開閉時に手を挟まない様ご注意下さい。●アクリル（表面）は非常に割れやすい素材ですお使い時に割れない様十分ご注意下さい。
●B1以上のサイズになりますと重くなります。必ず2名様以上でお取扱い下さい。
●パネル (アルミ複合板 )で手を切る可能性があります。取扱いには十分に気をつけてください。使用上の注意

島
上

パ
ネ
ル
系
・
看
板

幕
板
・
台
周
辺

LED

加
工
商
品

Set up Contents15 16

i Board Color

Black Gold

White

Silver

Red GreenBlue

Silver Black

White

Gold

Red Blue Green

Silver Black

White

Gold

Red Blue Green

注意事項　フレームカラー赤・青・緑の B0サイズの販売はありません。
　　　　　オプションでカラー化粧ビス (Gold,Black) のご購入も可能です。

White

Black

Clear

注文の流れ
サイズの選択 片面・両面の選択 パネルカラーの選択 フレームカラーの選択

Black

White

Clear

Silver
Black

White
Gold

Red
Blue
Green

A1　B1
B0　A0
A1 Half
A2　B2
A3
B1 Sideway

アイボード　カラー

白パネル
清潔な印象を与え
空間を広く感じさせる。

黒パネル
高級感を与え
ポスターをより強く
主張させる。

透明パネル
フレームの色を
充分に生かし
多彩な表現が可能。

サイズ×片面・両面×パネルカラー×フレームカラー
全357パターン
お店のイメージに合った組み合わせが見つかる
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各種特注サイズの製造を承ります。
D

D

H

H

商品サイズ表記についてポスターの差し替え

4ヶ所の化粧ビスをゆるめて外し（A0,B0は6ヶ所）、ビスに当たらない様に
アクリル板をすこし上に持ち上げて外して中にポスターを入れます。

開

閉

●看板の開閉時に手を挟まない様ご注意下さい。●アクリル（表面）は非常に割れやすい素材ですお使い時に割れない様十分ご注意下さい。
●B1以上のサイズになりますと重くなります。必ず2名様以上でお取扱い下さい。
●パネル (アルミ複合板 )で手を切る可能性があります。取扱いには十分に気をつけてください。使用上の注意

設置時はアームを完全に伸ばして
お使いください。

収納時はアームをはねあげて手を挟まない
よう注意し、閉じて収納して下さい。

設置・収納

屋外用ウェイトバー

Option Parts
交換用アクリル
・各サイズでの製作が可能です。
・用途に合わせてお選びいただけます。
※ポケットタイプ、ジョイナータイプ
　には 15φの化粧ビスが付属します。
・ジョイナータイプは A4、A3、A2 の
　お好きな組み合わせが作れます。

水タンク
屋外用ウェイトバーと併用してください。

A1,A0 サイズのみ取付可 
商品サイズ　W 250mm  ×  D 480mm

化粧ビス
アルミ製化粧ビス　23φ
　　色：シルバー
　　　　ゴールド
　　　　ブラック
※通常はシルバーが付属します。
　シルバー・ゴールドは別売りです。

アルミ製化粧ビス　15φ
　ポケットタイプ・ジョイナータイプ・
　サイドフラッシュで使用するビスです。
　　色：シルバー

ベーシック ポケットタイプ 定形ポップブックパネル

オプションパーツ

表面カバー：アクリル (2mm)
ベース板：アルミ複合板 (3mm)
本体・化粧ビス：アルミ /アルマイト加工

看板の素材

i Board back Media アイボード　バックメディア

i Board をデザイン。
オリジナリティのある空間を

サイズ　　～900mm　～1900mm　厚さ 5mm
付属品　　スタンド　本体 ( パネル )・スタンドフレーム・化粧ビス
　　　　　壁付け　本体 ( パネル )・壁付け用ビス　
データ入稿　イラストレーター (.ai の拡張子データ ) データ支給にて承ります。
　　　　　　弊社のホームページからテンプレートをダウンロードして下さい。
注意事項　B0、B1 のサイズでトップにデザインした際、スタンドタイプの時 1mを
　　　　　超える場合がございます。

1518×1218
798×1218
586×919
438×706
328×558
1248×1028
663×1028
490×782
373×618
288×493

1638×1098
トップにデザイン サイドにデザイン

918×1098
706×799
558×586
448×438
1368×908
783×908
610×662
493×498
408×373

B0
サイズ

B1
B2
B3
B4
A0
A1
A2
A3
A4

トップ・サイドにデザインする際
フレームから飛び出る長さは 120mmです。

左右に飛び出るデザイン、上左右飛び出るデザイン、
120mm以上飛び出るデザイン等
右記のサイズより大きなる場合は
別途料金が掛かります。

120mm

120mm120mm
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無限に続く光
見るものを魅了する広告案内
今までに無い新しい空間表現

Space Gate スペースゲート

電源がオフの時は普通の鏡
電源をオンにするとスペースホールに
案内したい所は電源オン！

ホワイト

グリーン

ライトブルー

レッド

イエロー

ブルー

パープル

全単色 23色
下の 7色以外の 16 色を選べます。

電源ボタン
このボタンで LEDのオン・オフが出来ます。

点灯・点滅パターン
ストロボ・フェード・スムース
各色フラッシュ (7 色 )・
その他 11 パターン　全 21 パターン

明るさ調整ボタン
常時単色発光時の LEDの明るさを
調整するボタンです。
基本 7色
この色以外で常時単色発光させたい
場合は上の COLOR のボタンで色を
選んでください。

スピードボタン
効果パターンの点灯・点滅の
スピードを調整するボタンに
なります。

リモコン写真

カラー　2色 (　　　)
取付方法　縦、横お好きな向きで使用が可能です。
　　　　　6ヶ所のビスを外し（A2以下のサイズは4ヶ所）、アクリル板を外して中に
　　　　　ポスターを入れます。
付属品　固定ビス 6個（A2以下は4個）

アイボード壁付けi Board Wall Mounting

サイズ一覧
A1 B1

A0

A1h B1h

B0 A2

A3

B2

B3 B4A4

i Board の壁付けタイプ
高級感のあるシンプルなデザイン

908mm×663mm　D 40mm 1098mm×798mm　D 40mm

908mm×1248mm　D 40mm

908mm×373mm　D 40mm 1098mm×438mm　D 40mm

1098mm×1518mm　D 40mm 662mm×490mm　D 40mm

498mm×373mm　D 40mm

799mm×586mm　D 40mm

586mm×438mm　D 40mm 438mm×328mm　D 40mm373mm×288mm　D 40mm

サイズ　A4　H 335mm　W 230mm　D 230mm
　　　　　　収納時　H 350mm　W 230mm　D 45mm
　　　　B4　H 400mm　W 272mm　D 275mm
　　　　　　収納時　H 415mm　W 272mm　D 45mm
対応メディアサイズ　A4　B4
カラー　1色 (　)
取付方法　糊付メディアをご使用頂くか
　　　　　両面テープでポスターを貼りつけてご使用ください。

プチフロアPetiti Floor

収納時

小さく、かわいく、
足元をいろどります。
使わない時は畳んで収納。

ポスターを挟んで効果的に広告を案内出来る。

無点灯時 点灯時

ONOFF

パネル外寸

電源

ポスターサイズ

片面　展開時
両面　展開時

A1サイズ
798×1,098×15mm

AC100-220V
DC12V 5A

AC100-220V
DC12V 5A

663×908×15mm
990×800×690mm 955×665×510mm
990×800×1,060mm 990×665×620mm

B2 サイズ

※画像はスペース
ホールになります。
中に乳白のアクリ
ルが入っています。

使用方法　　電源コードをコンセントに差し、
　　　　　　リモコンで点灯します。
付属品　　　本体・電源コード・リモコン

※写真はB2サイズです。

●雨、雪、水に濡れる場所でのご使用はお避けください。保証の対象外となります。
●リモコンの反応が悪くなった場合は、電池交換をお試しください。
●アクリル ( 表面 ) は非常に割れやすい素材です。ご使用時は十分ご注意下さい。
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アイボード　バリエーションi Board Variation Combination Type

Basic Type

A1 B1

 Bottom A1 Top A1 Bottom B1 Top B1

A1 Half A1

Type1

Type2 Type2

Type3
ベーシックタイプ

ブックパネル

コンビネーションタイプ

定形ポスター

グリーン

アイフラッシュ

サイズ　A1　H 995mm　W 665mm　D 645mm
　　　　B1　H 995mm　W 800mm　D 645mm

サイズ　A1 Half　H 985mm　W 910mm　D 530mm
　　　　A1　H 1,695mm　W 910mm　D 530mm

サイズ　Bottom A1　H 990mm　W 910mm　D 530mm
　　　　top         A1　H 930mm　W 910mm　D 530mm

サイズ　Bottom B1　H 985mm　W 1,100mm　D 430mm
　　　　top         B1　H 985mm　W 1,100mm　D 630mm

Book Panel

Finite Poster

Green スペースゲートSpace Gate

i Flash

B6 判、A6 判の機種説明が入ります。

A4が 8枚入ります。 A3が 4枚入ります。 A4が 4枚 A3 が 2枚が入ります。

カラー　フレーム　7色 (　　　　　　　　　　)　パネル　2色 (　　　)
注意事項　受注生産になります。簡易組立式です。

Type 1
A1 サイズ

Type 1　B1
ポスター　A1サイズ

Type 2　Bottom B1
ポスター　A1サイズ

Type 1　A1
ポスター　B2サイズ

Type 1
B1 サイズ

Type 2　Bottom A1
A1 サイズ　A1ハーフ サイズ

A1 Half
A1 Half

A1

A1 Half

A1 Half
A1

A1

A1 Half

B1
B1

H 160mm

A1

A1 Half

●看板の組み立て時に手を挟まない様ご注意下さい。●アクリル（表面）は非常に割れやすい素材ですお使い時に割れない様十分ご注意下さい。
●B1以上のサイズになりますと重くなります。必ず2名様以上でお取扱い下さい。
●パネル (アルミ複合板 )で手を切る可能性があります。取扱いには十分に気をつけてください。使用上の注意



島
上

パ
ネ
ル
系
・
看
板

幕
板
・
台
周
辺

LED

加
工
商
品

Set up Contents23 24

i Board Plus i ボードプラス

アクリル文字 天気予報
立体感で注目度アップ。 今日の天気、明日の天気を

お客様にお知らせ。

レールブック ミニポスター
B6の冊子がA1なら 5冊
A1ハーフなら3冊。

ポスターの入れ替えラクラク。
上と下でダブル広告。

i Board Plus カスタマイズ 一覧
※写真はA1ハーフです。

スライドして入れ替えるだけ。
1台で様々な表現が可能。

カラー　　2色 (　　　)
対応メディアサイズ　B6冊子　A1  5 冊・A1h  3 冊
使用方法　i Board Plus のレールにスライドして、
　　　　　お使い下さい。

対応メディアサイズ　H 95mm　W 403mm
使用方法　ポスターと一緒に i Board Plus のレールに
　　　　　スライドして、お使い下さい。

カラー　　文字　8色 (　　　　　　　　　　　　　)
対応メディアサイズ　H 95mm　W 403mm
使用方法　i Board Plus のレールにスライドして、お使い下さい。
デザイン　イラストレーター (.ai の拡張子データ )
　　　　　データ支給にて承ります。

推奨メディア　専用のお天気パネルをご使用ください。
使用方法　i Board Plus のレールにスライドして、お使い下さい。
付属パネル　計 8枚
別デザイン　他の天候パネルは別途料金がかかります。

サイズ　A1  　片面 H 955mm W 665mm D 510mm
　  　 　　　　両面 H 990mm W 665mm D 620mm
　　　　A1h　片面 H 955mm W 405mm D 510mm
　　　　　　　両面 H 990mm W 405mm D 620mm
カラー　　フレーム (　　　　　　　　　　)
　　　　　パネル (　　　)
使用方法　カスタマイズ一覧からお好きな物を一つ選び
　　　　　スライドしてお使いください。 ※レールブック使用例

グリーンボードGreen Board

サイズ　　A1サイズ　H 990mm　W 800mm　D 690mm
　　　　　B1サイズ　H 995mm　W 1,250mm　D 510mm
取付方法　4ヶ所の化粧ビスをゆるめて外し、ビスに当たらない様に
　　　　　アクリル板をすこし上に持ち上げて外し中にポスターを入れます。
注意事項　アクリル ( 表面 ) は非常に割れやすい素材です。ご使用時は十分
　　　　　ご注意下さい。必ず 2名様以上でお取扱いください。

切り売りサイズ　H 1,000mm　W 1,000~ mm
　　　　　　　　1m単位での販売になります。
使用方法　カッターで好きな形にカットする事が出来ます。
　　　　　カットする際は 2,3 回に分けてカットして下さい。
　　　　　壁、板等に付ける場合はシリコンシーラントで接着する事が出来ます。

水
や
り
・
草
刈
り
不
要
。

店
内
に
癒
し
の
広
告
を
！

Green Grass Roll グリーングラスロール

カッターでラクラク芝生をカット！
店内を自分好みに芝生をレイアウト出来ます。
妻板・幕板・床、あらゆる場所に付けられます。

●看板の開閉時に手を挟まない様ご注意下さい。●アクリル（表面）は非常に割れやすい素材ですお使い時に割れない様十分ご注意下さい。
●パネル (アルミ複合板 )で手を切る可能性があります。取扱いには十分に気をつけてください。使用上の注意
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メッセージスタンドMessage Stand

Square Type

Circle Type

スクウェアタイプ

サークルタイプ

高級感のあるフロアーサイン
4辺を開いて簡単に差し替え可能

カウンター周辺に最適
装飾規則対応1m以下

A3

A3

B4

B4

A4

A4

Size
W 250mm　D 250mm　H 990mm

Size
W 280mm　D 280mm　H 990mm

Size
W 250mm　D 250mm　H 990mm

Size
W 280mm　D 280mm　H 990mm

Size
W 250mm　D 250mm　H 990mm

Size
W 280mm　D 280mm　H 990mm

土台部分が丸形でやわらかいフォルムです。

土台部分が四角形でシャープなフォルムです。

ポスターB4サイズ ( 縦のみ )ポスターA3サイズ ( 横のみ ) ポスターA4サイズ ( 縦のみ )

ポスターB4サイズ ( 縦のみ )ポスターA3サイズ ( 横のみ ) ポスターA4サイズ ( 縦のみ )

Color

Color

オリジナルカットタイプ

オリジナルカット・ポケットタイプ

ポケットタイプ

アイボードタイプi Board Type Original Type

Pocket Type Original Pocket Type

オリジナルカットご注文の際は
イラストレーター (.ai の拡張子データ ) データ支給にて承ります。
付けられる文字数は 12 文字まで、ロゴと文字なら文字は 7～10 文字です。
文字の高さ　A4　60mm　　B4　65mm　　A3　70mm
ポケットタイプはアクリルが上下に動きますので上に文字等を付けられません。

フラッシュタイプFlash Type

i Board の高級感を
そのままメッセージスタンドに

オリジナルデザイン可能

ポケットタイプでポスター
差し替え簡単

ポケットタイプでポスター
差し替え簡単

絶望的なまでのアイキャッチ

高級感のあるフロアサインを
壁付けに

Size
　A4 B4 A3
Color

Size
　A4 B4 A3
Color

Size
　A4 B4 A3
Color

Size
　A4 B4 A3
Color

Size
　A4 B4 A3
Color16 色の発光カラー、10 種類の点灯・点滅パターン

カラーは土台の色のみ変更可能 ( 白・黒 )

メッセージパネルMessage Panel

Size
　A4 B4 A3
Color 4 辺　開閉式　上の写真は開いてる状態
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サイズ　A1　W 650mm　D 25mm　H 890mm
　　　　B1　W 780mm　D 25mm　H 1,080mm
対応メディアサイズ　A1・B1 サイズ
カラー　2色 (　　　)
取付方法　4辺を開いて表面カバーを外しポスターを差し替えます
　　　　　壁面などに取り付けてください
注意事項　ポスターは付きません
付属品　固定ビス 8個

ポスターパネルPoster Panel
店内装飾の必需品
　A1、B1の基本サイズをカバー
　4辺を開いて簡単に差し替え可能

サイズ　A1　片面　H 960mm　W 630mm　D 450mm
　　　　A1　両面　H 960mm　W 630mm　D 450mm
　　　　B1　片面　H 960mm　W 630mm　D 450mm
　　　　B1　両面　H 960mm　W 630mm　D 450mm
対応メディアサイズ　A1
カラー　2色 (　　　)　※A1 サイズは黒のみです。
取付方法　4辺を開いて表面カバーを外しポスターを差し替えます。

A サインA Sign
スタンダードなA1サイズ
　装飾規制対応 1m以下
　4辺を開いて簡単に差し替え可能
　両面タイプはメイン通路に最適

サイズ　W 470mm　D 250mm　H 990mm( 伸縮性 ) 最大 H 1,350mm
対応メディアサイズ　A3サイズ
カラー　1色
取付方法　4辺を開いて表面カバーを外しポスターを差し替えます
　　　　　平らな場所に設置してください
注意事項　ポスターは付きません

メッセージボード
Message Board

シンプルなフロアーサイン
　4辺を開いて簡単差し替え可能
　カウンター周辺に最適
　装飾規制対応 1m以下

サイズ　W 200mm　H 900mm　D 40mm
　　　　ポケット部分内寸　W 114mm　D 33mm
仕様　3ポケット・4ポケット
対応メディアサイズ　機種説明小冊子 (W114mmまで )
カラー　1色
取付方法　壁面に付属ビスまたは、別売りの化粧ビスにて固定してください
付属品　固定ビス 6個 / 化粧ビス ( 別売り )

ブックラックBook Rack

妻板を冊子とともに
　　　オシャレに演出
　ホールロゴを入れることで
　ブランディング効果を

サイズ　W 450~650mm　H 1,400~1,700mm
対応メディアサイズ　W 450~650mm/H 1,400~1,700mm
カラー　1色
取付方法　ハトメ加工したメディアを 4ヶ所フックにかけます。
　　　　　本体ポールを上に引き上げ、メディアを調整します。
　　　　　後ろのボタンで固定します。

ヴァーテックスVertex

インパクト大！
　　　のバナースタンド
　軽くて丈夫なスタンダードタイプ
　ハトメタイプで簡単取付

サイズ　A1　W 594mm　D 37mm　H 841mm
　　　　ポケット部分内寸　W 114mm　D 33mm
　　　　アクリル板厚　2mm
仕様　A1　16 ポケット
対応メディアサイズ　機種説明小冊子 (W114mmまで )
カラー　1色

ブックパネルBook Panel

ポスターパネルに
　　　　　　簡単装着
　16個のポケットで
　最大 16種の冊子を収納
　ポスターとの併用で
　W演出も可能

A1 サイズ
Black

B1 サイズ　Silver

B1 サイズ　Black

注意事項　A1のシルバーはありません。
　　　　　メディアをラミネートする場合は周りの
　　　　　余白の部分は 2mm~3mm程度にしてください。
　　　　　余白が大きい場合入らない事があります。
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LEDスクリーンLED Screen LEDカプセルLED Capsule

紙では表せない色彩。
内照でより効果的に美しい彩り。
絶大なインパクト。
メディア交換も楽々です。

サイズ表

メディア取付方法

30
0m
m

90
0m
m

60
0m
m

600mm

900mm 奥行き 120mm

60
0m
m

1200mm

60
0m
m

1500mm

ポ
ー
ル
30
φ

布に縫い付けてあるシリコンバーをアルミ
の隙間に一周奥まで差し込んでいくだけです。

白い布は外に出しておいてください。
メディアを交換する際に白い布を引っ張って
メディアを取り外すために使います。

本体

土台 本体の中

スモール　横

スモール
縦

レギュラー

ワイド

サイズ　A4サイズ　　　　H 230mm　W 328mm　D 33mm
　　　　A4ハーフサイズ　H 124mm　W 328mm　D 33mm
　　　　傾斜の角度　35°
対応メディアサイズ　A4サイズ・A4ハーフサイズ
取付方法　両面テープ
付属品　　本体 (5 台 or10 台 )・コード (5 台用 or10 台用 )・
　　　　　アダプター
注意事項　セット販売になります。5台セットと 10 台セット
　　　　　になります。
単体消費電力　A4ハーフ・A4　AC　100V　6W

サイズ　　4種類 ( 右下のサイズをご覧下さい )　奥行き　120mm
　　　　　土台　H 70mm　W 100mm　D 100mm
カラー　　アルミフレーム：黒
取付方法　付属ビスにて島上部分または妻板上部に土台を固定。
　　　　　メディアを付けて、土台に本体を固定。
付属品　　アダプター・土台 2個・土台固定用ビス 8個・メディア
メディアデータ　イラストレーター (.ai の拡張子データ ) データ支給にて承ります。
　　　　　　　　弊社ホームページよりテンプレートをダウロードし、入稿して下さい。
メディア素材　ストレッチクロス弊社での製造を推奨します。

10 台用コードアダプター LEDカプセル側
オス差し込み 連結コード側

メス差し込み口

1,050mm 655mm 55mm 665mm
10 台連結用コード

1,050mm 655mm 55mm 665mm
5 台連結用コード

1,090mm1,500mm

アダプター・分岐用コード　サイズ

付属品写真

機種スペック表示の決定版
必要な情報をお客様の為に！

本体写真

A4 ハーフ

3辺アルミフレーム ( 開閉はしません )
POP 差し込み式でメディアが簡単に交換出来ます。

A4

※分岐用コードは島上に配置可能で通路からは見えません。

A4
A4 ハーフ 230mm

124mm

328mm

328mm
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Space Hole スペースホール

Space Magic スペースマジック

奥行きを感じさせ、文字が浮いて見える。
ミラーが織り成すフルカラー 3D効果。
お客様の目線を奪う迫力のある商品！

お客様御依頼制作例
Case２

Case１

Case３

Case４

Case５

Case６

サイズ　　H 562mm　W 800mm　D 15mm
使用方法　電源コードをコンセントに差し、リモコンで点灯します。
付属品　　電源コード・リモコン
データ入稿　イラストレーター (.ai の拡張子データ ) データ支給にて承ります。

サイズ 全体　H 696mm　W 834mm　D 45mm
スペースホール　H 304mm　W 309mm

サイズ 全体　H 833mm　W 809mm　D 45mm
スペースホール　H 293mm　W 664mm

サイズ 全体　H 421mm　W 842mm　D 45mm
スペースホール　H 421mm　W 421mm

サイズ全体　H 813mm　W 834mm　D 45mm
スペースホール　H 365mm　W 547mm

サイズ 全体　H 840mm　W 1065mm　D 45mm
スペースホール　H 284mm　W 537mm

全体の写真

スペースホールの写真

全体の写真

スペースホールの写真

全体の写真

スペースホールの写真

全体の写真

スペースホールの写真

全体の写真

スペースホールの写真

設置イメージ 島上、床置き、壁付け、設置場所を選びません。

電源がオフの時は普通の鏡
電源をオンにするとスペースホールに
案内したい所は電源オン！

無点灯 点灯

中の文字を簡単取り替え電源オフ時、普通の鏡に

サイズ　H 180mm　W 300mm　D 17mm
対応メディアサイズ　H 230mm　W 90mm
取付方法　両面テープ
付属品　　リモコン・アダプター
メディアデータ　イラストレーター (.ai の拡張子
　　　　　　　　データ ) データ支給にて承ります。　
単体消費電力　AC　100V　6W

無限に続く光
見るものを魅了する広告案内
案内したい所は電源オン！

常時単色発光
基本7色
参考画像

ホワイト

グリーン

ライトブルー

レッド

イエロー

ブルー

パープル
全単色 23色
下の 7色以外の 16 色を選べます。

電源ボタン
このボタンで LEDのオン・オフが出来ます。

点灯・点滅パターン
ストロボ・フェード・スムース
各色フラッシュ (7 色 )・
その他 11 パターン　全 21 パターン

明るさ調整ボタン
常時単色発光時の LEDの明るさを
調整するボタンです。
基本 7色
この色以外で常時単色発光させたい
場合は上の COLOR のボタンで色を
選んでください。

スピードボタン
効果パターンの点灯・点滅の
スピードを調整するボタンに
なります。

リモコン写真

※画像はスペース
ホールになります。
中に乳白のアクリ
ルが入っています。

オリジナリティー溢れる、点滅パターンは弊社ホームページより動画をご確認下さい。



島
上

パ
ネ
ル
系
・
看
板

幕
板
・
台
周
辺

LED

加
工
商
品

Set up Contents35 36

アッパーディスプレイが光る！
更にパワーアップ！

アッパーディスプレイ LEDUpper Display LED

アクリル全体に彫刻

アクリルを
好きな形にカット
プラス彫刻も

LEDコーナーポールLED Corner Pole

スタンダードタイプの
詳しい説明は 56p へ

サイズ　レギュラー　H 960mm　W 180mm　D 180mm
　　　　ビッグ　　　H 960mm　W 260mm　D 260mm
対応メディアサイズ　H 810mm　W 113 mm　フタ部分　115mm×115mm
　　　　　　　　　　H 810mm　W 213 mm　フタ部分　215mm×215mm
注意事項　ホワイトタイプは白のみの点灯です。他の色に変更する事は出来ません。リモコンはフルカラータイプのみに付属しています。
　　　　　ホワイトタイプにリモコンは付属していません。スイッチでのオン・オフのみとなります。
　　　　　ホワイトタイプのビッグサイズはありません。
入稿データ　弊社のテンプレートをご使用ください。

サイズ　　H ～500mm　W ～1500mm
カラー　　アクリル　クリア　　　発光色　RGB
取付方法　アクリル 4mmと 2mmの場合 2枚でメディアを挟み、アルミ土台用レールに差し込みます。
　　　　　アルミ土台用レールを島上に本体固定用ビスで、土台を固定し設置します。
　　　　　アクリル 6mmならばそのままアルミ土台用レールに差し込んでください。
付属品　　本体固定用ビス用 ( 長さによって個数が変わります )
注意事項　アクリル 6mmの場合はメディアを入れる事が出来ません。
　　　　　メディアを入れる場合は 4mmと 2mmになります。
　　　　　変圧器やコードにつきましては 44p へ　　　

サイズ　　本体　H 35mm　W 130mm　D 130mm　蓄電池　H 21mm　W 78mm　D 90mm
取付方法　USB タイプ　USB コネクトになっているのでUSB ポートに差してご使用ください。
　　　　　　　　　　　付属の蓄電池に充電し、電源がない所でも使用可能です。
　　　　　コンセントタイプ　直接コンセント差してご使用ください。
　　　　　　　　　　　　　　コンセントタイプには蓄電池が付属しません。
付属品　　本体・蓄電池・USB ポート充電器コート
　　　　　( コンセントにはさせませんUSB ポートから充電を行って下さい。)
　　　　　コンセントタイプは本体のみとなります。

Tera Light テラライト

様々な点滅をランダムで演出！飽きない演出！
マジックテープで様々な場所に取付け可能！
蓄電池で電源のない所でも使用可能！

様々な場所に置けるスマートなコーナーポール。
LEDでより訴求力がアップ。
4面メディアを入れられ 360°どこからでも見える。
RGBタイプより白の光が強いホワイトタイプ。

使用方法・付属品写真

蓄電池

オリジナリティー溢れる、点滅パターンは弊社ホームページより動画をご確認下さい。

オリジナリティー溢れる、点滅パターンは弊社ホームページより動画をご確認下さい。
ホームページよりテンプレートのダウンロードができます。

蓄電池のボタンは ON・OFF ではなく、
電池残量を確認する為のボタンです。
ON・OFF は USB の抜き差しで行って下さい。

USBタイプ使用写真

フルカラータイプ (RGB)

フルカラータイプ　リモコン

スイッチ

ホワイトタイプ ( 白の常時点灯 ) 新機能。DIY でオリジナルの色を表現しよう。
　全ての色を作り出す事が可能！ 1色登録出来ます。

4種のスタンダードなパターン点滅。
　フラッシュ ( 指定の色の点滅 )・ストロボ (7 色の点滅 )・
　フェード ( 全色なめらかな変化 )・スムース (RGB3 色の点滅 ) の
　パターン。点滅スピードの調整も可能です。

厳選された。13 色の発光パターン。
　ワンタッチで簡単カラーチェンジ。明るさの調整もOK。
　下にある写真が実際に光っている物です。

設置イメージ
ホワイトグリーンレッド ブルー

フルカラータイプとホワイトタイプの両方のアダプターの
コードの途中にスイッチがあり、コンセントから線を
抜かなくても電源を切る事が出来ます。

パネルサイズ

本体重量

電源

土台サイズ

6kg 11kg
AC100-220V
DC12V 3A

AC100-220V
DC12V 3A

180×180×150mm 260×260×150mm
ポスターサイズ 113×810mm 213×810mm

120×120×810mm 220×220×810mm
レギュラーサイズ ビッグサイズ

レギュラーサイズ ビッグサイズ

30mm 30mm

22
.5m
m

22
.5m
m

6mm
2mm

4mm

アクリル 2枚で
メディアを挟み
土台レールに奥
まで差し込みます

島上

土台レールを島上に
本体固定用ビスで、
土台を固定し設置します。
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アイフラッシュi Flash
アイフラッシュ　シリウスi Flash Sirius

サイズ　　A1　A0　A1 ハーフ　B1　B0
　　　　　全サイズ片面・両面あります。
取付方法　4辺を開いて表面カバーを外しポスターを差し替えます
　　　　　平らな場所に設置してください
推奨メディア　バックライトフィルム
詳しい説明は 5~7p へ

サイズ　 　A1　A0　B1　B0
　　　　　全サイズ片面・両面あります。
取付方法　4辺を開いて表面カバーを外しポスターを差し替えます
　　　　　平らな場所に設置してください
推奨メディア　バックライトフィルム
詳しい説明は 8~9p へ

サイズ　 　A1　A0　A1 ハーフ　B1　B0　A4　A4 ハーフ　A3　A3 ハーフ
取付方法　付属の化粧ビスとビスにて、妻板・壁等に設置し、
　　　　　中にポスターを入れ、ご使用ください。
付属品　 　壁付け用化粧ビス 4本　ビス 4本　ボードアンカー 4本
注意事項　 表面のアクリルは非常に割れやすいので取扱いにはご注意下さい。
詳しい説明は 5~7p へ

サイズ　 　A1　A1 ハーフ　A3
取付方法　4辺を開いて表面カバーを外しポスターを差し替えます。
　　　　　土台を島上等に付属のビスで固定し、土台に脚を差し込み
　　　　　しっかりと固定する。
付属品　 　本体・土台 2個・固定用ビス 8個・リモコン・電源コード
注意事項　i Flash は重量がある為。しっかりとした場所に取り付けてください。
　　　　　A1ハーフと A3は斜め 45°と垂直の 2種類がありますが、
　　　　　A1サイズは垂直のみとなります。
詳しい説明は 5~7p へ

サイズ　　A4( タテ向き )　H 960mm　W310mm　D 360mm
　　　　　B4( タテ向き )　H 960mm　W357mm　D 405mm
　　　　　A3( ヨコ向き )　H 960mm　W519mm　D 355mm
　　　　　土台の形　丸　四角
カラー　　土台・ポール　2色 ( 黒・白 )
付属品　　ポール・土台・ジョイント
注意事項　表面アクリルは非常に割れやすいので取り扱いにはご注意下さい。
　　　　　パネルは固定になります。表記された向きのみの販売です。

サイズ　　 A4　A4 ハーフ　A3　A3 ハーフ
取付方法　 付属の化粧ビスにて卓上にし、中にポスターを入れ使用して下さい。
付属品　　 卓上用化粧ビス 4本
注意事項　 表面のアクリルは非常に割れやすいので取扱いにはご注意下さい。
詳しい説明は 5~7p へ

絶望的なまでのアイキャッチ

壁付けタイプ 島上タイプ

卓上タイプ メッセージスタンド
フラッシュタイプ

スタンドタイプ

島上に新しいインパクトを！
島上に簡単ラクラク設置可能。

光の動きで歩みを止めろ！
見た事のない新たな効果！光が流れる！
i Flash が進化した。驚愕の 133パターン。

場所を取らない壁付け。

お客様の目を引く為だけにデザインしました。
多彩な点灯効果でアイキャッチ！

ビスの位置を変えるだけで
縦向き・横向き両方使用可能。

A4 サイズ横向き使用

A4サイズ縦向き使用

付属ビス

付属ビス A1壁付け

使用上の注意

簡単リモコン操作普通の i Flash と何が違うのか？

リモコン 本体コントローラー

パターン変更

対応しておりません

スピード変更

一時停止

オンオフ今までの i Flash は全ての LEDが同じ色で光っていますが、
シリウスは個々の LEDが独立していて別々の色で光ることが出来ます。
なので光が動いているような表現が出来ます。

i Flash Sirius

オリジナリティー溢れる、点滅パターンは弊社ホームページより動画をご確認下さい。

Side Flash サイドフラッシュ

 i Flash に簡単取り付け！
ローコストで自由に i Flash をアレンジ

オリジナリティー溢れる、点滅パターンは弊社ホームページより動画をご確認下さい。

※ルーターカットの特性で使用する刃物の直径の
半分の Rが内角に付きますので、ご了承願います。
使用する刃物は彫刻の場合1ミリと2ミリの刃を使用します、
カットの場合は4ミリの刃を使用します。事前にご相談ください。
左の図の黒い丸はルーターの刃です。

サイズ　　Aサイズ　H 620~930mm　W 200~400mm　D 42mm
　　　　　Bサイズ　H 920~1130mm　W 200~400mm　D 42mm
　　　　　スモールサイズ　H 200~300mm　W 200~400mm　D 42mm
シート出力サイズ　　H ~800mm　W ~250mm
使用方法　専用のアルミフレームを i Flash のアルミフレームにビス止めをして完成です。
付属品　　本体 ( パネル )・専用アルミフレーム・ビス・化粧ビス
注意事項　アクリルカット・彫刻は刃の太さが影響しますので、鋭角のカットや細かい彫刻は出来ません。
データ入稿　イラストレーター (.ai の拡張子データ ) データ支給にて承ります。
　　　　　　弊社のホームページからテンプレートをダウンロードしてください。
詳しい説明は 1 0p へ

●雨、雪、水に濡れる場所でのご使用はお避けください。保証の対象外にとなります。
●リモコンの反応が悪くなった場合は、電池交換をお試しください。●内照パネルは本体スイッチのON/OFF の操作のみ。
●アクリル ( 表面 ) は非常に割れやすい素材です。ご使用時は十分ご注意下さい。
●B1以上のサイズになりますと重くなります。必ず 2名様以上でお取扱い下さい。
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サイズ　　H 690mm　W 490mm　D 12mm
カラー　　1色 (　)  
取付方法　コンセントに繋いで頂ければすぐにお使いになれます。
　　　　　チェーンをお使いになれば吊り下げとしてもお使いになれます。
付属品　　パネル・リモコン・電源コード・コントローラー
注意事項　蛍光ペン・イーゼル・チェーンは別売りです。
　　　　　雨、雪に濡れる場所でのご利用はお避け下さい。
　　　　　リモコンの反応が悪くなった場合は、電池交換をお試し下さい。

サイズ
H 750mm　W 545mm　D 525mm
カラー　1色 ( 黒 ) 

サイズ　長さ　　455mm 

WRITING BOARD手描きボード

毎日、思いのままに内容を変更が可能。
手描きだから伝わる。全ての事業者様にお勧め。

多彩。10 種の豊富なパターン点滅。
　フラッシュ・ストロボ・フェード・スムースのスタンダードなパターンの
　他にもオリジナル 6種類のパターンからも選べます。点滅スピードの調整も可能です。

16 色の単色発光パターン
　ワンタッチで簡単カラーチェンジ。明るさの調整もOK。

レッド ブリリアントレッド オレンジ ダークイエロー イエロー

グリーン ブリリアントグリーン ブライトブルー スカイブルー シアン

ブルー ダークブルー バイオレット パープル ピンク ホワイト

イーゼル

チェーン

蛍光ペン

リモコン

中字カラー
白・赤・空・黄・橙・桃・緑・紫

サイズ　　土台H 28mm　W 405mm　D 20mm
　　　　　パネルH 180mm　W 389mm　D 4mm
カラー　　1色 (　) 
取付方法　コンセントに繋いで頂ければすぐにお使いになれます。
　　　　　吊り下げの場合は、チェーンをお使い下さい。卓上はスタンドをお使い下さい。
付属品　　パネル・土台・スタンド・コントローラー・電源コード
オリジナルデザイン
　　　　　イラストレーター (.ai の拡張子データ ) データ支給にて承ります。
　　　　　弊社のホームページよりテンプレートをダウロードし、テンプレートをご使用下さい。
注意事項　チェーン・蛍光ペンは付属しておりません。
　　　　　雨、雪に濡れる場所でのご利用はお避け下さい。
　　　　　レーザー彫刻にて細かいデザインを広範囲で彫刻した際、
　　　　　端まで光が届かない事があります。

RAINBOW ROD
吊り下げタイプ or 卓上タイプ

レインボーロッド

フレームレスで
フルカラーの演出が出来る LEDサイン。
吊り下げ型と卓上型があり、あらゆる場所で活躍。

11 種の豊富なパターン点滅。
　フラッシュ・ストロボ・フェード・スムースのスタンダードなパターンの
　他にもオリジナル 6種類のパターンからも選べます。点滅スピードの調整も可能です。

7 色の単色発光パターン
　コントローラーのボタン操作で簡単カラーチェンジ。

レッド オレンジ グリーン スカイブルー

コントローラー
チェーン

蛍光ペン

スタンド

手描き　例ブルー

例 1

バイオレット ホワイト

特注サイズの製造はお問い合わせ下さい。

例 2　

例 4　例 3( ロッドを横向き使用 )

最新台コーナー

※吊り下げタイプと卓上タイプは
　併用出来ません。

彫刻参考デザイン

別売りアイテム付属品

付属品 別売りアイテム
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Rainbow Flame Light レインボーフレイムライト

ローコストで
インパクト最大級の装飾。

サイズ　　　本体　H 335mm　W 530mm　D 265mm　生地サイズ　約 1500mm
発光カラー　レッド・グリーン・ブルー・イエロー・パープル・ライトブルー・ホワイト
点灯・点滅　ジャンプ・フェード・フラッシュ
取付方法　　コンセントに繋いで頂ければすぐにお使いになれます。
　　　　　　キャノンケーブルで複数のフレイムを接続し使用すれば、統一した演出が出来ます。
注意事項　　ほこりの少ない平らな場所に設置してください。リモコンは付属していません。
付属品　　　本体・布・電源ケーブル・キャノンケーブル

サイズ　　750mm　　本体の高さを合わせて 1m以下になります。
　　　　　1500mm　　布印刷の最大の長さになります。
取付方法　現在ご使用の無地の布と交換するだけでご使用出来ます。
データ入稿　イラストレーター (.ai の拡張子データ ) データ支給にて承ります。
　　　　　　弊社のホームページからテンプレートをダウンロードしてください。
注意事項　布サイズは高さ 1500mm以上になりますと重さにより、
　　　　　布が垂れて来る可能性がございます。

取付方法　両面テープで簡単に接着。
データ入稿　イラストレーター (.ai の拡張子データ ) データ支給にて承ります。
　　　　　　弊社のホームページからテンプレートをダウンロードしてください。
注意事項　空気が出入りする穴を塞がない様にぴったりと貼って下さい。
　　　　　穴が塞がってしまうと風力が落ちて布が垂れて来る可能性がございます。

電源コード
電源ボタン

キャノンケーブル
色変更スイッチ

側面　写真

※リモコン無しタイプとリモコンタイプはキャノンケーブルで
　　　　　　　　　　　　接続して使用する事が出来ません。

布印刷

弊社ホームページより動画をご視聴出来ます。
テンプレートを弊社ホームページからダウンロードしてください。
弊社のテンプレートで入稿してください。

Rainbow Flame Light

サイズ　　　本体　H 335mm　W 530mm　D 265mm　生地サイズ　約 1500mm
発光カラー　全 16 色下記の図をご覧下さい。
点灯・点滅　ジャンプ・フェード・フラッシュ
取付方法　　コンセントに繋いで頂ければすぐにお使いになれます。
　　　　　　キャノンケーブルで複数のフレイムを接続し使用すれば、統一した演出が出来ます。
注意事項　　ほこりの少ない平らな場所に設置してください。リモコンは付属していません。
付属品　　　本体・布・電源ケーブル・キャノンケーブル
　　　　　　リモコンタイプはリモコンが付きます。

レインボーフレイムライト
リモコンタイプ

臨場感MAX。炎の演出。
リモコンでラクラク
遠隔操作。

※リモコン無しタイプとリモコンタイプはキャノンケーブルで
　　　　　　　　　　　　接続して使用する事が出来ません。

電源コード電源ボタン
キャノン
ケーブル

操作ボタン

リモコン　写真

リモコンタイプ　側面　写真

Auto オート　ランダムに自動で色の切り替え Jump カラー点滅　赤→緑→青→黄→紫→水色→白　繰り返し
プラスボタンとマイナスボタンでスピード調節　20 段階

Fade グラデーション　なめらかに色の変化
プラスボタンとマイナスボタンでスピード調節　15 段階

Color このボタンを押した後に青の線で囲ったボタンの色に
光らす事が出来ます。

Flash 色や効果を選択した後ボタンを押すと点滅します。
もう一度押すと解除になります。
プラスボタンとマイナスボタンでスピード調節　4段階

Sound 対応しておりません。
DMX 対応しておりません。
Black Out 光らないモードです。

もう一度押すと解除になります。

※リモコンで操作が出来なかった場合は、次の確認をお願い致します。
　・Black Out が OFF になっているか。
　・電池の交換をお願い致します。

※キャノンケーブルで複数のレインボーフレイムを繋げた際
　パネルの右下が赤く点滅している場合は子機の状態です。
　子機の状態ではリモコンでの操作が出来ません。

　子機の本体から直接ボタン操作をすると親機に
　切り替わります。そのときに同時接続している
　他のレインボーフレイムは子機になります。

※キャノンケーブル接続時に後から電源を入れた本体が子機
　になります。親機にしたい本体から電源を入れて下さい。

৸��౦ؙଞৎਡྩટ
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્ટ؞ਡຑટ 白点灯
LED の色変更により
簡単にイメージチェンジ

レインボーフレイムライトカバー

より効果的に台をアピール
印刷した布と合わせて使えば
効果は更に倍！
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スロットデコレーションシリーズSlot Decoration Series

どこに置いても自由自在に光ります。
16 color × 4 patarn

使い方いろいろで万能
7 color × 2 patern

王冠がマッチするコーナーの
別積に最適です
7 color × 2 patern

高級感と幸福感を。
光ることは目立つこと。
7 color × 2 patern

サイズ　　W 400mm　D 400mm　H 400mm
　　　　　　充電器　コード長さ　1.5m　総耐荷重　80kg
充電時間　約 5時間　使用時間　約 6~7 時間
取付方法　充電をして本体の裏のスイッチかリモコンのONを押せば光りだします。
シールサイズ　透明シート 330 角
付属品　　充電器・リモコン

サイズ　　W 355mm　D 355mm　H 265mm
　　　　　　充電器　コード長さ　900mm
取付方法　中にメダル・アメ等を入れられます。
付属品　　充電器

サイズ　　W 480mm　D 215mm　H 355mm
　　　　　　充電器　コード長さ　900mm
取付方法　中にメダル・アメ等を入れられます。
付属品　　充電器

サイズ　　W 340mm　D 340mm　H 270mm
　　　　　　充電器　コード長さ　900mm
取付方法　王冠の中にメダル・アメ等を入れられます。
　　　　　黒いボタンをONの時に押すと色が変わります。
付属品　　充電器

クリスタルキューブCrystal Cube

クリスタルキューブシールCrystal Cube Seal

クリスタルフロストボックスCrystal Frost Box

クラウンボックスCrown Box

クリスタルボックスCrystal Box

どこにでも臨場感を
だからコードレスにこだわりました。

組み合わせてご使用頂くと効果が大です。明るさを抑えたスロットコーナーに最適です。RGBの LED点滅でメディア文字色がランダムに変化
ドル箱演出の必須アイテムです。
シールでより効果的にお客様を誘導！

弊社のホームページからテンプレートをダウンロードしてデータを入稿お願いします。
オリジナリティー溢れる、点滅パターンは弊社ホームページより動画をご確認下さい。

明るめのパチンコエリア
暗いスロットエリア
どちらでも効果的な
演出が出来ます。

白点灯 赤点灯 緑点灯 青点灯
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BOX Series

タイプ 1
サイズ　H 204mm　W 156mm　D 80mm
おしぼりサイズ　150mm×55mm
カラー　5色 (　　　　　　　)
取付方法　両面テープタイプ　置くタイプ
　大きさの異なるおしぼり入れも承っています。

おしぼり入れ

ボックスシリーズ

Wet Towel BOX

三角ポップケース
Triangle Pop Case

サイズ　W 140mm　D 44mm　H 252mm
対応冊子サイズ　W 129mm　H182mm
カラー　5色 (　　　　　　　)
取付方法　両面テープタイプ　置くタイプ
　大きさの異なる小冊子入れも承っています。

小冊子入れ
Booklet BOX

サイズ　W 250mm　D 250mm　H 300mm
　　　　穴のサイズ　90φ
カラー　5色 (　　　　　　　)

抽選箱
Lottery BOX

サイズ　W 65mm　D 33mm　H100mm
　　　　内寸　D 25mm　W 56mm
対応カードサイズ　W 55mm　H 70~110mm
カラー　5色 (　　　　　　　)
取付方法　両面テープ
　大きさの異なるカードも承っています。

駐車場カード入れ
Parking lot Card BOX
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タイプ 2
サイズ　H 310mm　W 170mm　D 70mm
おしぼりサイズ　160mm×55mm
カラー　1色 (　)
取付方法　両面テープタイプ

サイズ　H 260mm　W 160mm　D 140mm
メディアサイズ　253mm×135mm
カラー　1色 (　)
取付方法　妻板等に両面テープで取り付けてください。
　　　　　二辺にポップを差し込むだけです。

サイズ　一文字 最大 400×400mm
取付方法　両面テープ
注意事項　文字の太さが 1mm以下の物は
　　　　　カットする事が出来ません
　　　　　上記は在庫アクリル
　　　　　オーダーでその他厚み色で作成可能です。

色 厚さ
3mm
2mm
2mm 3mm 4mm 5mm 6mm
2mm 4mm
2mm 4mm
2mm 4mm
2mm
2mm 4mm
2mm

ゴールド
シルバー
透明
黒
白
赤
青
緑
黄

切り文字Cutting

ゴールドアクリル ( 厚さ 3mm) 黒アクリル ( 厚さ 4mm) 透明アクリル (2mm 3mm  4mm 5mm 6mm)

黒 (4mm) 白 (2mm)

赤 (4mm) 白 (2mm)

緑アクリル (4mm)

タイプ 1 タイプ 2

下からの写真



島
上

パ
ネ
ル
系
・
看
板

幕
板
・
台
周
辺

LED

加
工
商
品

Set up Contents49 50

案内所 情報コーナー

警察

お手洗 男子 女子身障者用設備 車椅子スロープ
Question & answer Information

Police

Toilets Men WomenAccessible facility Accessible slope

喫煙所

チェックイン / 受付

忘れ物取扱所 コインロッカー

休憩所 / 待合室

Smoking area

Check-in / Reception

Lost and found Coin lockers

Lounge / 
Waiting room

電話エレベーターエスカレーター 階段
TelephoneElevatorEscalator Stairs

水飲み場

くず入れ

リサイクル品回収施設

Water fountain

Trash box

Collection facility for
the recycling products

自転車 駐車場
Bicycle Parking

レストラン 喫茶・軽食
Restaurant Coffee shop

会計店舗 / 売店 新聞・雑誌
CashierShop Newspap  ers, 

magazines

消火器

非常口 広域避難場所

Fire extinguisher

Emergency exit Safety evacuation area 

非常電話 非常ボタン
Emergency telephone Emergency call button

ピクトグラム　 一覧

ピクトサインPictosign

サイズ　H 300mm　W 300mm
　　　　H 150mm　W 150mm
カラー　アクリル　8色 (　　　　　　　　　　　)
　　　　土台　5色 (　　　　　　　)
取付方法　タイプ 1　両面テープ　　タイプ 2　ビス

禁煙一般禁止
General prohibition No smoking

駐車禁止
No parking

進入禁止
No entryNo open flame

火気厳禁 携帯電話使用禁止
Do not use
mobile phones

さわるな
Do not touch

撮影禁止
Do not take
photographs

走るな/かけ込み禁止
Do not rush

立入禁止
No admittance

自転車乗り入れ禁止
No bicycles

フラッシュ撮影禁止
Do not take flash
photographs

感電注意
Caution, electricity

天井に注意
Caution, overhead

上り段差注意
Caution, uneven
access / up

一般注意
General caution

下り段差注意
Caution, uneven
access / down

滑面注意
Caution, slippery
surface

障害物注意
Caution, obstacles

転落注意
Caution, drop

一般指示
General mandatory

静かに
Quiet please

左側にお立ちください
Please stand on the left

二列並び
Line up in twos

一列並び 
Line up single file

右側にお立ちください
Please stand on the right

オリジナルデザインも
承っています。

飲めない
Not drinking water

捨てるな
Do not throw
rubbish

飲食禁止
Do not eat or
drink here

ペット持ち込み禁止
No uncaged
animals

キャンプ禁止
No camping

ベビーカー使用禁止
Do not use prams

タイプ 1

タイプ 2

いろんな場面で活用出来る。
カウンタースタンド。
シンプルで高級感を演出。

4隅のビスを手で回すだけで簡単入替。
卓上簡易ＰＯＰスタンド。
アタッチメントがＰＯＰを引きたてます。 

ピクチャーフレームPicture Frame

カウンタースタンドCounter Stand

サイズ　A4　A4 ハーフ　A3　A3 ハーフ　B4　B4 ハーフ
対応メディアサイズ　A4　A4 ハーフ　A3　A3 ハーフ　B4　B4 ハーフ
カラー　5色　後ろのアクリルの色を変えられます (　　　　　　　)
取付方法　ビスを回し取り、アクリルとアクリルの間にメディアを挟みビスを回して固定します。
付属品　アクリル固定用ビス

サイズ　H 70mm　W 210mm
カラー　8色　板面の色と文字の色を変えられます
　　　　(　　　　　　　　　　　)
メディアデータ　イラストレーター (.ai の拡張子データ )
　　　　　　　　　データ支給にて承ります。
付属品　アクリル本体・アクリル固定用ビス (38φ)



ポップスライダー・・・・・・・・・・・・・・・53
メディアハンガー・・・・・・・・・・・・・・・54
グリーングラスデコ・・・・・・・・・・・・・・55
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ポップスライダーPOP Slider メディアハンガー

メディアハンガー LED Ver.

Media Hunger

サイズ　H 394mm　W 90mm　伸縮最大時　382mm　伸縮最小時　-241mm　D 70mm
　　　　土台部分　W 90mm　D 30mm
対応メディアサイズ　各種キャッチ類との組み合わせで小型～大型プレート
カラー　2色 (　　　)
取付方法　設置の際は幕板とスライドするバーがあたらない位置に設置して下さい。幕板の厚みをご確認下さい。
　　　　　スライドバーを横にして使用する場合はキャッチの位置はできるだけ中央部分に取り付ける事を推奨します。
付属品　本体固定用ビス 4本

350mm

30mm
30mm

10mm

90mm

33mm

本体サイズ

30mm
90mm

土台

0mm
幕板

島上

380mm
340mm

295mm
250mm

205mm
160mm 110mm

-240mm
-190mm

-145mm
-100mm

-55mm
-10mm

35mm

360°回転するから
横にして使う事も出来ます。

島

幕板

幕板の厚みをご確認ください。
設置する際、幕板にあたらない様に
取付けてください。

島上も幕板もこれ１本で。
上下スライドと 360°回転
7段階調整で幕板へ、島上へ、最大 620mmのアレンジ
後からでもポップの高さが変えられる

※横で使用時

サイズ　タテ　650mm　750mm　1225mm
　　　　ヨコ　310mm　410mm　610mm
　　　　ポール径　ヨコ 10φ　タテ 19φ　　球 直径  32mm
カラー　1色 (　)
注意事項　メディア上部の袋サイズは 45~50mm取って下さい。
付属品　ポール 2本・土台・球・ポール固定用ボルト 2個
　　　　土台固定用ビス 4本

100mm
40mm

組み立て方法

10φのポールの細いネジの部分を 19 φのポールの穴に差し込んで下さい。ネジの部分はワッシャーを入れて下さい。メディアを差し込み球を回して固定する。

低コストで高品質
　　　　9 パターンの組合せで様々なサイズに対応

310mm

410mm

610mm

650mm 750mm 1225mmタテヨコ
H ～600mm
W ～300mm
H ～600mm
W ～400mm
H ～600mm
W ～600mm

H ～700mm
W ～300mm
H ～700mm
W ～400mm
H ～700mm
W ～600mm

H ～1200mm
W ～300mm
H ～1200mm
W ～400mm
H ～1200mm
W ～600mm

対応メディアサイズ

1225mm

750mm
650mm
610mm

410mm
310mm ポールの立ち上がり部分に LEDを組み込んだタイプです。

リモコンでカラー、点滅の操作が出来ます。
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サイズ アクリル　　A4 320×240　　　　 　A3 444×327　　　　　 B4 388×289
 　　　　　　A4ハーフ 320×179　　A3 ハーフ 444×240　　B4 ハーフ 388×212
 アルミ土台用レール　　H 16mm　　D 40mm
 　　　　　　　　　　　W　A4・A4 ハーフ 320mm　A3・A3 ハーフ 444mm　B4・B4 ハーフ 388mm　
付属品　　本体固定用ビス用 2本 (A3 の場合は 3本です )

アッパーディスプレイUpper Display
島上をオシャレに着飾ります
　透明フレームで部材を極限までシンプルに、POP が引き立ちます。

グリーングラスデコGreen Grass Deco

サイズ　レギュラー　( 芝生の部分 600×1200)　島上　　H 675mm　W 1,200mm　D 425mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　床置き　H 425mm　W 1,200mm　D 425mm
　　　　ワイド　　　( 芝生の部分 600×1500)　島上　　H 675mm　W 1,500mm　D 425mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　床置き　H 425mm　W 1,500mm　D 425mm
アクリルカラー　ロゴ　4色 (　　　　　　)
取付方法　付属ビスにて島上部分または妻板上部に土台を固定。土台に脚を固定し完成です。
付属品　　島上タイプ
　　　　　　本体・土台・脚・固定用ビス 8本・ジョイント 2個・ジョイント用ビス 8本
　　　　　床置きタイプ
　　　　　　本体・脚・ジョイント 2個・ジョイント用ビス 8本
注意事項　受注生産になります。

※写真はワイドサイズです。

全アクリル
　ポスターサイズ
　　レギュラー　320mm×820mm
　　ワイド　　　320mm×1120mm
※全アクリルは全面アクリルでロゴ無しです。

半アクリル
　ポスターサイズ
　　レギュラー　320mm×370mm
　　ワイド　　　320mm×520mm
※半アクリルは半分まではアクリルで反対側はロゴになります。

※アクリル ( 表面 ) は非常に割れやすい素材です。ご使用時は十分ご注意下さい。

毛足の長いリアルな芝生
インパクトと癒しの空間演出。

島上タイプ

床置きタイプ

島上

床置き

全アクリル

半アクリル

ワイド

レギュラー

or or

注文の流れ
タイプの選択 本体サイズの選択 アクリルサイズの選択

ロ
ゴ

ロゴデザイン入稿

40mm

18mm土台レール

アクリル 2枚

アクリル 2枚でメディアを挟み
土台レールに奥まで差し込みます

島上

土台レールを島上に本体固定用ビスで、
土台を固定し設置します。

サイズ　　H 700mm　W 490mm
対応メディアサイズ　W~380mm　H~700mm
付属品　　ポール・玉・装飾パーツ・土台
注意事項　メディア上部の袋サイズは 45~50mm取ってください
カット　　ご希望によりポールのカット可能。別途代金を承ります。

島上を彩るカラー
　　　店に、台に、島に色を合わせられる

デコレーションハンガーDecoration Hunger

レギュラー　320mm×350mm
ワイド　320mm×500mm
上記のサイズより大きくならない様に
データを作成してください。
また、芝生にビスで付ける為、大きめの
サイズで作成してください。

カラー　ポール　4色 (　　　　　　)
　　　　球　　　5色 (　　　　　　　)
　　　　装飾品　4色 (　　　　　　)
　　　　土台　　3色 (　　　　)
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タペストリーハンガー PTapestry Hunger-P

タペストリーハンガー STapestry Hunger-S

タペストリーハンガー JTapestry Hunger-J

サイズ　H 1,475mm　W 745mm　　ポール径  25φ　　土台部分  W 100mm　D 40mm
対応メディアサイズ　H ~1,470mm　W ~742mm
付属品　ポール ( 300mm×2　450mm×2　90°×1　135°×1)・土台 (90°)・土台固定用ビス 4本

サイズ　H 655mm　W 1,690mm　　ポール径  25φ　　土台部分  W 100mm　D 50mm
付属品　ポール ( 300mm×2　450mm×1　600mm×1　135°×1)・土台 (45°/60°)・土台固定用ビス 4本

サイズ　H 1,720mm　W 975mm　　ポール径  25φ　　土台部分  W 100mm　D 40mm
付属品　ポール ( 600mm×2　ラウンド R450)・土台 (90°)・土台固定用ビス 4本

90°土台

2Way 土台 (60°&45°)

ダウン島設置用パーツ (2Way 土台用 )

特徴のあるタペストリーで
効果的に店内を案内！
 25φの棒で抜群の安定感を実現
　　　カチカチと組み立てて好きな形に

タペストリーハンガーメディア印刷Tapestry Hunger Print

オプションパーツOption Parts

組み立てOption Parts

使用例

使用例

使用例

様々な形に印刷が可能です。
布の種類はポンジと遮光スエードの二種類です。
メディアの印刷は縫製が特殊な為、弊社にご用命頂く事を推奨します。

②
①

①　ジョイント ( 接続用部品 )
ポール
②　150mm

コーナー
⑥　90°
⑦　135°
⑧　半円 R450
⑨　四分円 R450

③

④

⑤

⑦

⑧

⑨⑥

③　300mm
④　450mm
⑤　600mm

ポール・ジョイント・土台を組み合わせて
好きな形にカスタマイズ

1 2

3 4

1　箱の中身のパーツ確認
　　　注文されたすべてのパーツが入っているか確認してください。
2　組み立てる
　　　同じ文字のシールが貼ってある所をつなげます。
3　メディアを差し込む
　　　メディアを差し込みます。
　　　形によっては組み立ての途中で差し込む場合がございます。
4　土台に固定する
　　　土台を妻板上部又は島上に固定。ポールを土台に差し込み 2ヶ所の
　　　ネジ回し、固定して完成です。

使用上の注意
パーツ同士を繋げる時に手を挟まない様ご注意下さい
セット内容以外の組み合わせ方法は一度ご相談を
お願い致します。

※タペストリーハンガー Sのセット

注意事項　メディア上部の袋サイズは 50~60mm取って下さい。

50mm

50mm

80mm

100mm

100mm

100mm

100mm

60mm

40mm
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サイズ　H 900mm　W 935mm　D 220mm　ポール径 10φ　土台部分　W 60mm　D25mm
対応メディアサイズ　H 850mm　W 935mm
カラー　1色 (　)
注意事項　上左右に袋加工が必要です。メディアの袋サイズは 25~35mm取ってください。
付属品　R棒 2 本　横棒 1 本　土台 2 セット ( ジョイント 2個・ポール固定用ボルト 2個・土台固定用ビス 4本 )

最大のインパクト
　　　　カーブが魅力の島上スクリーン
　　　最適な角度でメディアの交換も楽々

RスクリーンR-Screen

パネル部分サイズ　H 172mm　W 120mm
対応パネルサイズ　H ~860　W ~600mm　7mm厚・5mm厚
取付方法　隙間にスチレンボード等のパネル POP を差し込み、パネル固定用ビス 3本で固定します。本体固定用ビス 4本で、土台を固定し設置します。
付属品　パネル固定用ビス 3本・本体固定用ビス用 4本

主役はパネル
　　クリア素材で POP の最高の告知効果を
　　引き出します。

ウッドラックベースWood Rack Base

サイズ　H 1,500mm　W 650mm　　ポール径  19φ　　球 直径  43mm
対応メディアサイズ　H ~1,500mm　W ~600mm
カラー　2色 (　　　)
注意事項　メディア上部の袋サイズは 45~50mm取って下さい。
付属品　ポール・土台・球・ポール固定用ボルト 2個・土台固定用ビス 4本
カット　ご希望によりポールのカット可能。別途代金を承ります。

装飾にブレがない
　　　　19φの一本棒で抜群の安定感を実現

タペストリーハンガーTapestry Hunger

サイズ　H 900mm　W 420mm　ポール径  10φ　球 直径  25mm
対応メディアサイズ　H ~900mm　W ~380mm
カラー　2色 (　　　)
注意事項　メディア上部の袋サイズは 25~30mm取って下さい。
付属品　ポール・土台・球・ポール固定用ボルト 1個・土台固定用ビス 2本
カット　ご希望によりポールのカット可能。別途代金を承ります。

スタイル重視の島上に
　　　通路を華やかに
　　　10φのスマートタペストリー

タペストリーハンガーミドル

Tapestry
Hunger-Middle

サイズ　H1,525mm　W 1,300mm　ポール径  19φ　球 直径  43mm
対応メディアサイズ　H ~1,500mm　W 両端 ~630mm
カラー　1色 (　)
注意事項　メディア上部の袋サイズは 45~50mm取って下さい。
付属品　ポール・土台・球・T固定用ビス 1本・ポール固定用ボルト 2個
　　　　・土台固定用ビス 4本
カット　ご希望によりポールのカット可能。別途代金を承ります。

ダブルの効果
 妻板に分かりやすく
 最大の告知効果を

タペストリーハンガー T

Tapestry
Hunger-T

100mm40mm

100mm40mm

60mm25mm

180mm

150mm
40mm
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併用推奨

P- スクウェアーPOP-UP・POP-UPLONG

上記の商品を組み合わせて
お使いください

マグプレート
マグフラッグ

マグプレート
マグフラッグ例 例

サイズ　W 28mm　H 60mm　D 48mm
対応メディアサイズ　A3までのプレート
カラー　2色 (　　　)
取付方法　鉄へのマグネットによる取付け。

マグプレートMag Plate

マグネット取付で移動自由
　　　縦ズレ防止機能付で
　　　大型プレートも信頼のホールド力

サイズ　W・D 上部 25mm　下部 30mm　最低 270~ 最高 450mm
　　　　取付部分 W 68mm　D 35mm　
カラー　2色 (　　　)
付属品　固定用ビス 4本

P- スクウェアーP-Square

島上に装飾タワーを
　4段階の伸縮機能で
　バリエーション豊かな島上演出
　1,700 規制にも軽々と対応

サイズ　POP　   H 280mm　W 28mm　D 40mm
　　　　LONG　H 380mm　W 28mm　D 40mm
カラー　2色 (　　　)
付属品　固定用ビス 3本

ポップアップ・
ポップアップロング

POP-UP・
POP-UP LONG

1700 対応
　島上にもう一つの幕板を
　マグネットを取付け可能な
　スチールボディで脱着時の作業も安心

サイズ　H 60mm　W 28mm　D 53mm
角度　2方向対応　60°・45°
対応メディアサイズ　レギュラーサイズのフラッグ
カラー　2色 (　　　)
取付方法　鉄へのマグネットによる取付け。

マグフラッグMag Flag

マグネット取付で移動自由
　　　選べる 2つの角度 (45°&60°) で
　　　効果的に演出可能 サイズ　H 82mm　W 36mm　D 72mm　フラッグ穴径 7.2φ

角度　4方向対応 90°・80°・60°・45°
カラー　3色 (　　　　)
付属品　固定用ビス 4個 (3M両面テープ仕様はビス付きません )

装飾進化論
　アームの部分大幅強化選べる 4つの角度

パトリックPatrick

サイズ　L　H 650mm　W 15mm　D 15mm　　LL　H 1,000mm　W 15mm　D15mm
　　　　ポール径　11φ　キャッチ差込み部分径　7φ
対応メディアサイズ　L　500mm　　LL　860mm
カラー　2色 (　　　)
推奨メディア　チラシ等薄物～ラミネート POP
推奨 POP　L : A4~A3 サイズ　LL : A2~A1 サイズ

回転しない
　　　島上 90°問題を解決
　　　内製化を強力にバックアップ

ハイブロッドHybrod

サイズ　横  90°時　H 87.5mm　 W 73mm　D 41.5mm
　　　　　　0°時　H 43mm　　W 73mm　D 85.5mm
　　　　縦  90°時　H 87.5mm　 W 29mm　D73mm
　　　　　　0°時　H 43mm　　W 29mm　D 107.5mm
　　　　穴径　7~11φ　角度　5方向対応 90°・68°・45°・22°・0°
角度調整方法　筒の部分を引っ張り、ギアに入れてください。
対応ポール　　( アルミ ) フラッグポール 7φ~10φ対応
カラー　　3色 (　　　　)
取付方法　10φのアルミポール使用時は背中のプラボルトを回して差し込んでください。
付属品　　固定用ビス 4本

パチンコ島の救世主
　スペースを気にしない簡単 5段切替

パトリック・ガンPatrick Gun
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キャリーハンガーCarry Hunger

サイズ　H 700mm　W 490mm
対応メディアサイズ　W~380mm　H~700mm
カラー　ポール 4 色　球 5 色　装飾品 4 色
取付方法　メディアを差し込み、メディアの後に装飾品を差し込み、球を回し固定する。
　　　　　下部は装飾品を先に入れ、その後にアタッチメントを回して固定します。
　　　　　台車の穴に入れた際ぐらつきがある場合、アタッチメントにアジャストゴムをつけて使用してください。
付属品　　ポール・玉 2個・装飾パーツ 2個・アタッチメント・アジャストゴム
注意事項　メディア上部の袋サイズは 45~50mm取ってください

 注意と注目促す装飾に
　　　カラーが選べるから
　　　店に合わせたり、台に合わせたり自由自在

キャリーの穴の大きさが 16φから 19φの時は
ゴムをつけず、21φから 23φの場合は付属の
ゴムをつけてお使いください。
上記のサイズに合わない場合は付ける事が
できません。

新色「銀」登場
組み合わせは
全80パターン

サイズ　レギュラー　H 333mm　W 580mm　D 328mm
　　　　ビッグ　　　H 333mm　W 880mm　D 328mm
対応メディアサイズ　レギュラー　H 295mm　W 570mm
　　　　　　　　　　ビッグ　　　H 295mm　W 870mm
収納本数　レギュラー　10 本　ビッグ　15 本
カラー　2色 (　　　)
注意事項　受注生産になります。ご了承ください。

キャリーラックCarry Rack
レギュラー10本と
大容量のビッグ15本

付属品

※写真はすべてゴールド

ポール　全4色
(　　　　　)

飾りパーツ　全4色
(　　　　　)

球　全5色
(　　　　　　)
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ゴーゴーキャッチGoGo Catch

サイズ　H 80mm　W 23mm　D 34mm
カラー　2色 (　　　)
材質　ポリカーボネイト樹脂・スチール・ネオジムマグネット
推奨メディア　A3 までのプレート
取付方法　鉄部分へのマグネットによる取付け。アルミには取付できません。

ローコスト・スリムな次世代キャッチ
鉄ベースの幕板にマグネットで強力吸着

内部のクリップで強力なホールド力を持続
POP を長く、しっかり挟みます。

ポップスライダーPOP Slider

サイズ　H 350mm　W 90mm　D 70mm
カラー　2色 (　　　)
伸縮最大時　380mm　伸縮最小時　-240mm
土台部分　W 90mm　D 30mm
付属品　本体固定用ビス 4本

サイズ　W-D 上部 25mm下部 30mm　A-H 270~450mm　
　　　　取付部分 W 68mm　D35mm
カラー　2色 (　　　)
付属品　本体固定用ビス 4本

サイズ　POP-UP　H 280mm　W 28mm　D 40mm
　　　　POP-UP LOHG　H 380mm　W 28mm　D 40mm
カラー　2色 (　　　)
付属品　本体固定用ビス 3本

サイズ　S　H 60mm  　W 28mm　D 28mm　T 2mm
　　　　L　H 290mm　W 28mm　D 28mm　T 2mm
カラー　2色 (　　　)
取付サイズ　取付可能幕板厚　20～28mm
付属品　ビス 2種類

Board Saver
幕板にマグネットキャッチを簡単に

キズ・汚れから幕板を完全保護
簡単な取付け・取外し

P-Square

併用推奨

下記商品とプラスしてお使いください

島上に装飾タワーを
4 段階の伸縮機能で

バリエーション豊かな島上演出
スロット島の1,700 規制にも軽々と対応

POP-UP・POP-UP LONG
1700 対応

島上にもう一つの幕板を
マグネットを取付け可能な鉄製
スチールで脱着時の作業も安心

選べる２サイズ

 ボードセーバー

P- スクウェアー
ポップアップ・ポップアップ -ロング

島上も幕板もこれ１本で。
上下スライドと 360°回転

7 段階調整で幕板へ、島上へ、
最大 620mm のアレンジ

いつでも POP の位置が変えられます。

サイズ　BIG　H 125mm  　W 330mm 　 D 27mm
　　　　SMALL　H 125mm 　 W 118mm 　 D 27mm
対応メディアサイズ
　BIG　H ～118mm 　      W ～303mm 　 D ～2mm     A4 サイズ の 1/2 程度
　SMALL　H 95～118mm 　 W ～82mm 　   D ～2mm     A7 サイズ 程度
カラー　4色 (　　　　　　)
取付方法　鉄へのマグネットによる取付け。または、両面テープによる取付け。

サイズ　H 105mm  　W 307mm 　 D 2mm
対応メディアサイズ
　　　　H ～100mm 　      W ～297mm 　 A4 サイズ の 1/2 程度
取付方法　鉄へのマグネットによる取付け。または、両面テープによる取付け。

スペックを見やすく　スッキリと
 ラミネート不要でスタイリッシュな告知を
 両面テープ＆マグネットの取付け2タイプ

スペックホルダーSpec Holder

ケースバイケースCase by Case
スペックを見やすく  スッキリと

ラミネート不要でスタイリッシュな告知を
両面テープ＆マグネットの取付け 2タイプ

高品質でリーズナブルな製品

内部写真断面図

マグネット 両面テープ

スペックホルダー裏面の写真
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サイズ　　　　　ショート　H 235~290mm 　 W 28mm 　 D 60mm　　レギュラー　H 275~335mm 　 W 28mm 　 D 60mm
　　　　　　　　ロング　H 335~410mm 　 W 28mm 　 D 60mm
　フラッグ穴径　7.5φ　設置可能幕板厚　16~18mm 　
対応メディアサイズ　220 ～ 290mm　265 ～ 335mm　320 ～ 395mm
カラー　　　　　8色 (　　　　　　　　　　　)
ホールロゴ印刷　シルク印刷にて 2色までのホールロゴが入れられます｡ 
　　　　　　　　イラストレーター（.ai の拡張子データ）完全データ支給にて承ります。
印刷可能サイズ　23.5φ
受注生産　　　　クリア・赤・黒以外のカラーつきましては、受注生産となり、ロットでのご対応となります。　

世界一安全
 すべてのサイズの幕板をカバー
 豊富なカラーバリエーション

エコキャッチャーEco Catcher

サイズ　H 265~350mm 　 W 24.5mm 　 D 60mm
対応メディアサイズ　260mm~345mm
カラー　3色 (　　　　)
ホールロゴ印刷　下部パーツのキャッチ内蔵部分の外側両面の印刷が可能です｡ 
　　　　　　　　イラストレーター（.ai の拡張子データ）完全データ支給にて承ります。
印刷可能サイズ　15mm×55mm

エコ・安全・優しい
 幕板カバー率 90％以上
 マグネットで安心の装飾を

エコキャッチャー｀69Eco Catcher`69

（45°･60°可変）
マグネットタイプ フラッグタイプ

サイズ　H 14mm     W（幕板サイズに合わせてカスタマイズ）    D 4mm
取付 POP 作成メディアサイズ　Ｈ 幕板サイズ  －5mm    W  幕板実寸サイズ（取付位置によります｡ 採寸の上、作成することを推奨致します｡
エコレール推奨取付 POP 材質　ラミネート加工を施した POP。 厚手フォト用紙以上の厚み ～ 2mm以下（薄手の物は事前にお試しください｡ １mm厚のアクリル板で
　　　　　　　　　　　　　　　カバーもできます｡）
カラー　2色 (　　　)

幕板装飾　自由自在
 作業コストが半減！
 綺麗な幕板がずっと続きます

エコレールEco Rail

サイズ　ボードセーバー S　表面　H 60mm　W 28mm　D 28mm　T 2mm　裏面　H 40mm　W 28mm
　　　　ボードセーバー L　表面　H 290mm　W 28mm　D 28mm　T 2mm　裏面　H 40mm　W 28mm
カラー　2色 (　　　)
取付サイズ　取付可能幕板厚　20~28mm　S・L共通
付属品　ビス 2種類 ( 幕板打込用ビス M3×13mm／固定用ビス M3×4.5mm)

幕板にマグネットキャッチを簡単に
 キズ・汚れから幕板を完全保護
 簡単な取付け・取外し

ボードセーバーBoard Saver

マグプレート

上記の商品に組み合わせてお使いください

Mag Plate Mag Flag
マグフラッグ

ボードセーバー S へ
マグプレート・マグフラッグを
ジャストサイズで取付！

ボードセーバー L へ
マグプレート・マグフラッグを
併用し、効果的に取付！

マグプレート・マグフラッグ詳しい説明は 20p へ

エコレール取り付け方法

併用推奨 21mm 28mm
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マグ 6・マグ 9

サイズ　マグ６　H 60mm 　W 19mm 　D 31 mm　　キャッチ保持部分　H 45mm
　　　　マグ９　H 90mm 　W 19mm 　D 31 mm　　キャッチ保持部分　H 75mm
対応メディアサイズ　アピールプレート A4サイズ～A3サイズ程度
推奨メディア　150μm～350μm
カラー　3色 (　　　　)

次世代マグネット
 選べる大きさ 6と 9
 内側ゴムでプレートのすべりを防止

Mag6・Mag9

マグリッチ

サイズ　H 35mm 　W 60mm 　D 28mm
対応メディアサイズ　A3 までのプレート
カラー　2色 (　　　)

リッチなマグネット
　　　ジャストサイズの 6cm、プレートを最大限に魅せます
　　　キャッチ最大級の強力マグネットと縦ズレ防止
　　　ゴムで大型プレートも安心のホールド力

Mag Rich ネオマグキャッチ

サイズ　S　D 44mm 　H 40mm 　W 23 mm　　L　D 44mm 　H 90mm 　W 23 mm
対応メディアサイズ　アピールプレート  A4 ～ A3 サイズ程度
推奨メディアサイズ　S： A4 サイズ    L： B4 ～ A3 サイズ 　
　　　　　　　　　　厚み： 150μm～ 350μm
カラー　3色 (　　　　)
注意事項　レッドのみ受注生産

世界一の信頼
 プレート落下をしっかりと防止します
 マグネット増量でホールド力強化

Neo Mag Catch

サイズ　H  32mm　W 65mm　D 13mm　　内部ローラー径　7φ
対応メディアサイズ　W 65mm～ A5サイズ程度　コピー用紙～厚手用紙
カラー　3色 (　　　　)
使用方法　取付け：下から POP を持ち上げて差し込み手を離す。　取外し：POP を上に持ち上げ横に引いて抜き取る。
ロゴ印刷　シルク印刷 1色・シルク印刷 2色・フルカラー印刷が可能です。
印刷可能サイズ　H 9mm　W 55mm

世界に1つだけ
　　　「パッ」と取付け
　　　「パッ」と取外し

P- ハンガーP-Hunger

Clip 1
サイズ　H 92mm　W 21.5mm
カラー　クリア Clip 2

サイズ　H 97mm　W 50mm
カラー　クリア

Clip 4
サイズ　H 145mm　W 110mm
カラー　クリア

Board Clip
サイズ　H 81mm　W 70mm
カラー　クリア

Clip 3
サイズ　H 105mm　W 79mm
カラー　クリア

クリップClip
用途に合わせて選べる形
　　それぞれの特徴でいろんな状況をバックアップ



7 コイルベース・機種説

サイズ　H 65mm　W 26mm　D 31mm
対応メディアサイズ　アピールプレート  A4 ～ A3 サイズ程度
　　　　　　　　　　通常機種説明 100μm 5~6 枚まで対応
推奨メディアサイズ　100μm~350μm( パウチをしないケース
　　　　　　　　　　タイプもホールド可能です。
カラー　3色 (　　　　)

7コイル6キャッチ
 プレイをしながらでも楽々キャッチ

7 Coil Base / Guide

カラー　1色 (　)
対応メディアサイズ　A5・B5・A4 サイズ
サイズ　A5横入れ　  H 230mm　  W 154mm　  D 500μ　B5 横入れ　 H 274mm　  W 192mm　  D 500μ
　　　　A4横入れ　  H 318mm　  W 218mm　  D 500μ　A4 縦入れ　  H 305mm　  W 231mm　  D 500μ
注意事項　A5と B5 は横、A4は縦と横があります。

機種説明もECOスタイルで
　　　高い透明度で差替え簡単
　　　高い耐久性

プレイガイドケースPlay Guide Case

サイズ　全長  385mm　コイル部分  290mm　ナス管  45mm
　　　　コイル全径 12mm　コイル線径  4mm
カラー　1色 (　)
取付方法　2重リングに鍵を取付け、ユニフォームの
　　　　　ベルトループにつけます。

安全第一
　大切なカギを
　しっかり守ります

のびのびキーチェーンLong &LONG Key Chain

サイズ　全長  335mm　コイル部分  240mm　ナス管  38mm
　　　　コイル全径  6mm　コイル線径  2mm　松葉  58mm
　　　　2重リング  20mm　 
カラー　1色 (　)

リング＆紐2タイプ
　取付時間半減
　抜群の作業性

のびのびコイルホルダー
Long &LONG Coil Holder

ネオマグキャッチ Sと 7コイルベースに
のびのびコイルホルダーを取り付けることで、機種説明ホルダーとしてもご利用いただけます。

ネオマグ機種説明ホルダー　7コイル機種説明ホルダー

オススメ使用方法

7コイルベース　＋　のびのびコイルホルダー　＋　プレイガイドケース
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機種説明をラクラク設置



島
上

パ
ネ
ル
系
・
看
板

幕
板
・
台
周
辺

LED

加
工
商
品

Set up Contents75 76

サイズ　H 65mm　W 24mm　D 26mm
対応メディアサイズ　アピールプレート A4サイズ ~B$ サイズ程度
推奨メディア　250μm~350μm
カラー　3色 (　　　　)

T キャッチT Catch 定番のアイテム
 オーソドックスな装飾アイテムです

サイズ　H 70mm　W 25mm　D 38.5mm [90°時 20.5mm]
　　　　フラッグ穴径 7.2φ
角度　90°/60°
推奨メディア　三角フラッグ・ミニのぼり等
カラー　3色 (　　　　)

パトリックリベロPatrick LIBERO
収納出来ちゃう！
 「パッ」と開けて、「パッ」と閉じる

サイズ　H 70mm　W 25mm　D 38.5mm　フラッグ穴径 7.2φ
角度　60°
推奨メディア　三角フラッグ・ミニのぼり
カラー　3色 (　　　　)

パトリックワンPatrick ONE
定番のアイテムをRe・デザイン
 この形が新しい

サイズ　35mm　　H 35mm　W 18mm　D 15mm
　　　　75mm　　H 75mm　W 18mm　D 15mm
　　　　150mm　  H150mm　　W 18mm　D 15mm
対応メディアサイズ　アピールプレート A4サイズ ~A3 サイズ程度
カラー　3色 (　　　　)

スタンダードキャッチStandard Catch
最高級の素材
　　　幅 18mm。ここがポイント
　　　スタンダードスタイル

サイズ　H 255mm　W 350mm　D 250mm
　　　　イスポール径 60~100mmまで対応
対応メディアサイズ　A4~型抜き特殊サイズ
カラー　3色 (　　　　)
取付方法　椅子の後方よりポールに取り付けます。上部のストラップを
　　　　　しっかり固定。次に、下部の固定パーツを取付けて、POP と
　　　　　メディアカバーを本体に取り付けて完成です。
注意事項　POP は別売りとなります。
付属品　メディアカバー・簡単取付ストラップ・取付補助スポンジ・移動防止ストッパー

イースタイルe-Style パーソナル革命
　　　　ドル箱のない通路を立体的にディスプレイ
　　　　パーソナルに出玉感をアピール
　　　　様々なメーカーのイスに取付け可能

サイズ　円周 77.7mm　高さ 10mm( 最大部分 )
　　　　コースター部分 4mm　立ち上がり 6mm　印刷面 72mm　印刷サイズ 72φ
カラー　1色　カラーの受注生産承ります。(80 枚からになります )
取付方法　両面テープ
ロゴ印刷　フルカラーでUVインクにて印刷。表面の透明部分の下に印刷がありますので
　　　　　高級感が増し、印刷は絶対にはがれません。

777 コースター777 Coaster
新感覚
　　　コースター自体に静電気を逃がす素材を練り込み
　　　一度タッチしていただければ安心です。
　　　ホールの分煙化が進んでいる中
　　　自動吸殻回収の灰皿穴を隠せます



ご注文
　お気に入りの商品が見つかれば、取扱代理店にお申し込みを。土曜・日曜・祝日・弊社休日には FAX・メールをご利用ください。

在庫切れの場合
　商品は十分用意いたしておりますが、ご注文が特定商品に殺到いたしますと、一時的に在庫切れとなる場合もあります。
　次回の入荷予定日をご連絡させて頂きます。
看板、LED、ならびに注文生産商品
　製造し、順次出荷させて頂きます。事前に納期の確認をお願い致します。
廃盤の場合
　商品によっては、廃盤が発生する場合もございます。HP で告知、代理店様を通してご連絡させて頂きます。誠に勝手ながらご了承下さい。

ご注文の変更・キャンセル
　ご注文後の商品の変更・キャンセルは、営業時間内 (9:30~6:30) であれば、注文後 1 時間以内にご連絡下さい。
　土曜・日曜・祝日・弊社休日のご注文であれば翌営業日の 11:00 までにご連絡下さい。
　それを過ぎますと、発送準備に入っている為、変更・キャンセルが出来ませんので、ご了承下さい。

配送費
　本カタログに掲載される商品の送料に関しては、別途送料が必要となります。
　送料に関しましては、お問い合わせ下さい。
　又、長尺材料やアクリル板のみ等、別途梱包費の必要な商品もございますので予めご確認下さい。

納期
　在庫商品は、翌日出荷を基本としています。( 土・日・祝日は除く。受付は 5:00PM まで )
　ただし、受注生産品など商品や数量により変わる場合があります。また地域や交通事情で到着日が変動する場合があります。
　制作に時間を要する商品がございますのであらかじめご了承をお願いいたします。
　ご注文が集中した場合、お届けが希望配送日を超えることもありますので、その際には、ご了承下さい。

商品到着後の返品
　弊社は卸売形態で価格を設定させて頂いている為、基本的には返品はお受け兼ねます。
　商品の品質には充分に注意しておりますが、万が一、不良品があった場合には再度商品を手配させて頂きます。
　( ただし、ご購入後一週間以上経過した商品や異常なご使用方法による破損の場合、ご容赦を願います。)
　返品・交換時の送料および、再梱包などにかかる費用につきましてはご負担いただく場合がございます。

商品到着後の商品確認、梱包開梱のお願い
　看板、LED 商品、アクリル商品につきましては到着後一週間以内に必ず開梱、中身を確認して下さい。
　出荷に際して運送上の保険に加入しております。破損確認後、商品が梱包されていた箱のシールにご連絡をお願い致します。

寸法表記
　本カタログの商品寸法は、原則として W( 幅 )×H( 高さ )×D( 奥行き ) の順に、T( 厚み )、mm( ミリメートル ) 単位で表示しています。

カタログ掲載品について
　本カタログの掲載内容は、平成 28 年 3 月 1 日現在のものです。
　製品改良のため、価格・仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。
　やむをえない事情により、商品が廃盤になる場合があります。
　掲載画像、並びに商品デザインはイメージです。実際の商品とは色目などが多少異なることがございますが予めご了承下さい。

お問い合わせ・ご用命は
　カタログ及び商品に関するお問い合わせ・ご用命は、お買い上げの取扱店にご相談ください。
　万一お届けした商品に不備がございましたら、すみやかにお買い上げの取扱店にご連絡ください。
　運送上の破損等はすみやかに運送会社にご連絡下さい。

取扱代理店　お問い合わせは下記の販売代理店様へ

ご注文にあたってカット加工データ入稿にあたって
ご入稿の際に必要なデータについて
　Illustrator にて保存して下さい。
　仕上がり見本を添付して下さい。
　　仕上がり見本は PDF 形式に書き出したものを出力データと一緒にご入稿して頂きますようお願い致します。

サイズについて
　データは原寸サイズにて作成し、仕上がりのサイズを明記して下さい。
　　縮小される際は縮尺を明記して頂きますようお願い致します。
　加工有効サイズにご注意ください。
　　板面の端まで文字やイラストを配置すると加工の際に途切れてしまう可能性があります。
　　板面のサイズより内側へ四方「4cm 程度」の余白を作って頂きますようお願い致します。
　　弊社で取り扱っている板サイズ主に 900×1800 になります。

アウトライン化について
　文字 (フォント ) は全てアウトライン化してください。
　　文字データは全てアウトライン化してください。必要なカットラインを作成し、
　　「塗り」のみの設定にして頂きますようお願い致します。
　線幅をつけて太くしてる文字やイラストは線をアウトライン化してください。
　　太い線の設定で文字やイラストを作られた場合はパスをアウトラインにして
　　必要なカットラインを作成して頂きますようお願い致します。
　効果で作成された角アールなどは全て適用して下さい。
　　「オブジェクト」→「アピアランスの分割」より適用させて頂きますようお願い致します。

不要なレイヤーやオブジェクトについて
　複数に分かれているレイヤーは結合して下さい。
　　レイヤーが複数に分かれている場合は結合し、不要なレイヤーやオブジェクトはデータ内に残らないようにして頂きますようお願い致します。
　　非表示になっている、またはロックされているレイヤーなどにご注意下さい。
　不要なパスや孤立点は削除して下さい。
　　不要なパスや孤立点は加工機にてデータを読み込む際にエラーの原因となりますので削除して頂きますようお願い致します。
　透明なパスや複数重なっているパスにご注意ください。
　　透明なパスや同じ位置に複数重なっているパスなどはアウトライン表示に切り替えてご確認をして頂きますようお願い致します。
　クリッピングマスクや白の四角等で隠したパスにご注意下さい。
　　加工機はイラストレータで作成された。パスのラインに沿ってカットしていきます。「マスク」された画像や不要部分を白の四角などで隠した
　　パスにも反応しますので必要なカットラインのみのデータ作成して頂きますようお願い致します。

カットラインについて
　パスを連結させてください。
　　パスは必ず、始点と終点が連結して閉じられているパスにして下さい。
　　加工機が反応しなかったり、エラーの原因となる場合があります。
　パスを合体させて下さい。
　　パスが交差して重なっている部分は全て合体して頂きますようお願い致します。
　幅が細い。又は先端の尖った文字や図形にご注意下さい。
　　3mm 以下の幅の図形や、先端が尖った図形等の仕上がりが変わる場合がありますのでご注意下さい。
　　加工する材質によって仕様が異なりますので、事前にお問い合わせ下さい。

　　小さい文字や細いライン等加工出来ない場合がございます。
　　事前にお問い合わせ下さい。

線の設定について
　カットラインにブラシや不均等な線幅を設定しないで下さい。
　　カットラインは塗りのみに設定して頂きますようお願い致します。また、線幅が必要な場合は
　　線の位置を中央に揃えて頂きますようお願い致します。

データ容量について
　データ容量をご確認ください。
　　データ容量が 3MB 以上となる場合はファイル転送サービスをご利用して頂きますようお願い致します。

ファイル名について
　保存ファイル名にご注意下さい。
　　機種依存文字や「¥」「;」「.」「*」「/」「?」などはフォルダ名、ファイル名には使用しないよう、お願い致します。
　　拡張子は必ず付けて頂きますようお願い致します。

余白を4cm程度作成して下さい

余白を4cm程度作成して下さい

カットライン
板面

板面のサイズに余裕をもって収まるサイズで作成してください。

線幅はアウトライン化して合体させて下さい

パスはすべて始点と終点を連結させて下さい

カットラインは塗りのみにして下さい


