
DFB-131（大）
S:W549×H699×22mm
C:ホワイトウッド
Lot:1
材質:木製フレーム
¥18,000

DFB-141（大）
S:W527×H677×27mm
C:ブロンズ
Lot:1
材質:木製フレーム
¥18,000

DFB-151G(大）
S:W551×H701×23mm
C:ゴールド
Lot:1
材質:樹脂フレーム
¥18,000

DFB-151S(大）
S:W551×H701×23mm
C:シルバー
Lot:1
材質:樹脂フレーム
¥18,000

デコレーションフレームにブラックボードを組み合わせました。
ブラックボードは漆黒で文字がくっきりきれいに見えます。
また、マグネットもOKですので紙と書き文字等でアピールできます。
イーゼルや壁面でご使用ください。

お店に合ったボードを使いましょう！

取扱いご注意：落としたり、強い衝撃を
与えますと破損の原因となりますので
ご注意ください。
★水濡れはひずみや剥離、分解の原因
になりますのでお止めください。
★ブラックボードは柔らかい布で拭いて
ください。
　　

吊り下げ
タテ・ヨコOK （ウラ）

ひも取り付け金具

イーゼル（使用例）  ME-10A

●タテ・ヨコOK
●マグネット使用可
●ワイヤー入りストラップ付

ワ
イ
ヤ
ー
入
り 

ひ
も

ホワイト ブロンズ

シルバーゴールド

407

23
11

12
27

35

287

15
22

7 39

15
22

7 39

ハイクラスフレーム型ブラックボード（屋内用）
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DFB-111（大）
S:W513×H663×17mm
C:シャンパンゴールド+シルバー
Lot:1
材質:樹脂フレーム
¥16,000

DFB-110（特大）
S:W663×H963×17mm
C:シャンパンゴールド+シルバー
Lot:1
材質:樹脂フレーム
¥23,000

DFB-100（特大）
S:W707×H1007×18mm
C:グリーングレイ
Lot:1
材質:樹脂フレーム
¥27,000

DFB-101（大）
S:W707×H557×18mm
C:グリーングレイ
Lot:1
材質:樹脂フレーム
¥18,000

DFB-121（大）
S:W689×H539×19mm
C:シルバー＋シェルホワイト
Lot:1
材質:木製＋貝殻フレーム
¥29,000

DFB-120（特大）
S:W689×H989×19mm
C:シルバー＋シェルホワイト
Lot:1
材質:木製＋貝殻フレーム
¥43,000

数量限定のワイン入荷！

Champagne ¥800〜
お気軽に

お入りください !

シルバー シェルホワイト

手作り/フレームは自然な貝がらをスライスして
　　　木枠に貼り付けたものです。

グリーングレイ

シャンパンゴールド＋シルバー

18

6

9

53

18

6

9

53

6 31

10
17

6 31

10
17

13

6 34

19

13

6 34

19
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（表） 

（裏） 

MP-31BW

（裏） 

（表） 

MP-41BW

MP-32BW  

（表） 

（裏） 

MP-42BW  

（裏） 

（表） 

リバーシブルボード（表／ホワイト、裏／ブラック）
〈白木＆焼枠タイプ〉
　　●両面タイプ
　　●マグネット使用可
　　●枠巾25㎜
　　●タテ・ヨコOK

MP-31BW  
白木タイプ （特大）  ¥12,000
S:W600×H900×D18mm（枠巾25mm）
C表:ホワイト･裏:ブラック、Lot:4

MP-41BW  
焼タイプ （特大）   ¥12,000
S:W600×H900×D18mm（枠巾25mm）
C表:ホワイト･裏:ブラック、Lot:4    
両面タイプ マグネット使用可
★木ネジ2本とひも1本付です。

MP-32BW  
白木タイプ （大）   ¥5,700
S:W450×H600×D18mm（枠巾25mm）
C表:ホワイト･裏:ブラック、Lot:5 

MP-42BW  
焼タイプ （大）   ¥5,700
S:W450×H600×D18mm（枠巾25mm）
C表:ホワイト･裏:ブラック、Lot:5     
両面タイプ マグネット使用可

軽量ボード

アルミ枠ホワイトボード（タテ・ヨコ兼用）
WP-41W （大） ¥6,600 S:H600×W900×D16mm

WP-42W （中） ¥3,100 S:H450×W600×D16mm

WP-43W （小） ¥2,000 S:H300×W450×D16mm
C:ホワイト  Lot:1

※片面使用･マグネット可

アルミ枠ブラックボード（タテ・ヨコ兼用）
WP-41B （大） ¥6,600 S:H600×W900×D16mm

WP-42B （中） ¥3,100 S:H450×W600×D16mm

WP-43B （小） ¥2,000 S:H300×W450×D16mm
C:ブラック  Lot:1

※片面使用･マグネット可

在庫
限り

在庫
限り

両面

片面 片面
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マーカー用ブラック＆ホワイトボード
　　●両面タイプ
　　●マグネット使用可
　　●枠巾25㎜
　　●タテ・ヨコOK MP-21B  （特大）  

¥12,000
S:W600×H900×D18mm
Lot:4

MP-22B  （大）  
¥5,700
S:W450×H600×D18mm
Lot:5

MP-23B  （小）  
¥3,500
S:W300×H450×D18mm
Lot:5
枠C:ダークブラウン

両面ブラックボード

MP-21W  （特大）  
¥12,000
S:W600×H900×D18mm
Lot:4

MP-22W  （大）  
¥5,700
S:W450×H600×D18mm
Lot:5

MP-23W  （小）  
¥3,500
S:W300×H450×D18mm
Lot:5
枠C:ダークブラウン
※ 雨中でのご使用はおやめ
　下さい。
★木ネジ2本とひも1本付です。

両面ホワイトボード

太枠ブラックボード （片面マーカー用）
MP-202B  ¥6,500
S:W550×H700mm S:板S W450×H600mm
C:茶枠、Lot:1 
★片面タイプ・ 磁性あり ・ タテ・ヨコOK

木枠ブラックボードマーカー・チョーク兼用

マーカー用

Blend
¥500

Cafe au lait
¥600

木製ブラックボード（マーカー・チョーク兼用）
ＭＰ-302Ｂ   C:ブラックストライプ
ＭＰ-302Ｗ  C:ホワイトストライプ
各¥4,900
S:Ｗ450×Ｈ600×Ｄ20mm（木巾40mm）
Lot:1
★両面タイプ

木目浮彫シリーズ
grainrelief type

ブラック＆ホワイトストライプ

店
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両面
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■ボードカバー

■両面黒板

■マーカー・チョーク兼用黒板

■特大黒板

★黒板にはチョークをご使用下さい。又、ビス2本が付いています。

カラー黒板　C:黒、Lot:1 
BP-6 （大） ¥6,500 S:600×900×20mm

BP-7 （中） ¥3,500 S:450×600×20mm

BP-8 （小） ¥2,000 S:300×450×20mm

BP-31 （大） ¥6,500 S:600×900mm

BP-32 （中） ¥3,800 S:450×600mm
C:黒、Lot:1 
★�マーカーとチョークが使えます。

BP-2W
¥5,500
S:450×600×22mm
C:ブラック、Lot:1
★両面使用できます。

BP-9  （特大）  ¥14,000
S:900×1200×22mm
C:ブラック、Lot:1 

黒板用ビニールケース（雨天用）プラチャック式
BC-1  （大）  ¥2,000  S:615×915mmまで用サイズ
BC-2  （中）  ¥1,200  S:465×615mmまで用サイズ
BC-3  （小）  ¥1,000  S:315×465mmまで用サイズ
Lot:1 
★ 上部プラチャック式
★ 出し入れしやすいように少し大きめに作ってあります。 
余分な部分は折り曲げてご使用下さい。
★ 上記写真はケースが良く見えるように光らせてあります。
★収納する場合は丸めてお願いします。

黒  板

WP-2  （小） ¥200
S:70×300mm
C:黒･白、Lot:50 
WP-3  （大） ¥300
S:70×400mm
C:黒･白、Lot:50 

下げ札
WP-4 （小） ¥550
S:70×300mm
C:焼杉･白木、Lot:10 
WP-5 （大） ¥800
S:70×400mm
C:焼杉･白木、Lot:10 

Fresh salad
and cheese 
¥800

Two sauce 
omlet 
¥1,000

木製ミニA型ボード

木製卓上山型スタンド
EBS-150 （小） ¥1,400
S:W115×H178mm
C:ブラック、Lot:1

■マーカー・チョーク兼用
■両面使用可

EBS-140 （大） ¥1,900
S:W138×H212mm
C:ブラック、Lot:1

メニュー下げ札
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★黒板にはチョークをご使用下さい。又、ビス2本が付いています。

片面卓上イーゼル型ボード（ミニ）
EBS-130 ¥2,500
S:W235×H436mm 板面Ｗ230×H300mm
C:（棒）ブラウン・（ボード）ブラック、Lot:1
（片面マーカー用）

店
頭・店
舗
用
品

裏側

収納の場合には指をはさまないようにご注意下さい。
雨中でのご使用は避けて下さい。破損の原因になります。
強風時のご使用はおやめ下さい。

ご注意

イーゼル型ボード（大）
EBS-110 ¥17,000
S:W600×H1170mm 板面W600×H825mm
C:（棒）ブラウン・（ボード）ブラック、Lot:1
（片面マーカー用）
★クリアカバー付

イーゼル型ボード（小）
EBS-120 ¥11,000
S:W455×H940mm 板面W455×H578mm
C:（棒）ブラウン・（ボード）ブラック、Lot:1
（片面マーカー用）
★クリアカバー付

個性的な店頭看板で

他店との差別化はいかがですか？

看板

片面片面

クリアカバー

〈ウラ面〉

片面
上部
出し入れ
可能

モーニング
はじめました！

AM7：00 〜 AM10:00

¥350 〜

AIM 
CAFE
Pan cake ¥500

Chocolatecake ¥500
MIX JUICE ¥500

LUNCH SET ¥750

kkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkk

上部面はクリアとホワイトボードが

2枚入っている為、マーカーでの

書き消しや紙のはさみ込みができます。

片面2色スタンド
EBS-210 ¥14,000
S: 本体W485×H1150mm  
上板面W410×H285mm 
　下板面Ｗ410×H590mm
C:（枠）ダークブラウン、（ボード上）ホワイト、
　（ボード下）ブラック
Lot:1
（片面マーカー用）

二面正面スタンド
V型ブラックボード  
ABS-112B  ¥9,800
S:1面W520×H1080mm
（板サイズ1面W450×H810mm）
C:ブラック、Lot:1
★折りたたみOK

片面片面

〈ウラ面〉

太枠R型片面ボード （マーカー用）
ABS-302GB  緑枠  ¥14,000
S:W600×H1030mm 
S:板S W480×H770mm
C:緑枠、Lot:1
★片面タイプ 磁性あり
★下部足L型金具補強付

太枠R型片面ボード （マーカー用）
ABS-301RB  赤枠  ¥14,000
S:W600×H1030mm 
S:板S W480×H770mm
C:赤枠、Lot:1
★片面タイプ 磁性あり
★下部足L型金具補強付

下部足L型
金具補強付

下部足L型
金具補強付
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両面

Music Bar
Aim

1drink ¥500-
2drink ¥900-

下部足 L型
金具補強付

21:00 open
24:00 close

太枠特大A型スタンド
ABS-401 ¥19,000
S:本体W660×H1200mm 
　 板面W550×H950mm
C:（枠）レッド（ボード）ブラック
Lot:1
（両面マーカー用）
★マグネット使用可

飾り枠A型スタンド
ABS-402 ¥17,000
S:本体W500×H850mm 
　 板面W408×H710mm
C:（枠）ブラウン、（ボード）ブラック
Lot:1
（両面マーカー用）
★マグネット使用可

特大スタンド 両面

両面 太枠ボード（両面マーカー用）
ABS-201B  （A型）  
¥19,500
S:W600×H990mm S:板S W480×H770mm
C:茶枠、Lot:1 
★磁性あり
★下部足L型金具補強付

A型ボード（両面マーカー用）
ABS-14R  ¥12,000
S:W520×H1080mm S:板S W450×H810mm
C:こげ茶枠、Lot:1 
★マグネットはつきません。
★下部足L型金具補強付

下部足L型
金具補強付

下部足L型
金具補強付

両面

板面が大きくて
文字が書きやすく
なりました。

特大スタンド 両面
特大A型スタンド   
ブラックボード
ABS-101B  ¥13,000
S:本体W650×H1200mm 
S:板面W580×   H880mm
C:ダークブラウン、Lot:1 
★下部足L型金具補強付

《パンフホルダー使用例》

マグネット付きで使いやすい！�A型スタンドや
スチール製のドア・エレベーターなどにお使い下さい。

■A型スタンド用
   ビニールカバー

マグ付ケース

A型スタンド用ビニールカバー 
ABS-1L （大） ¥2,500  ABS-11B～34G専用カバー
 S:約520×920mm、Lot:1
ABS-2S （小） ¥1,800  ABS-41B～62W 専用カバー
 S:約500×650mm、Lot:1
下部のビニールの穴と、本体のヒートンにSカンで止めて下さい。

MC-13
MC-12

MC-11

マグネット付アクリルパンフホルダー　　Lot:1
MC-11  （A4タテ）       ¥2,700　S:W225×H227×D34mm

MC-12  （B5タテ）       ¥2,100　S:W190×H197×D34mm

MC-13  （A4三ツ折）   ¥1,400　S:W120×H177×D34mm
マグネット付

下部足 L型
金具補強付
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A型スタンド
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ご注意:※収納の場合には指をはさまないようにご注意下さい。
　　　※雨中でのご使用は避けて下さい。
　　　※ご使用の場合には専用ビニールカバーを掛けて下さい。
　　　※強風時のご使用はやめて下さい。

小型スタンド

A型スタンド（小）
S:本体サイズW450×H700mm 
    板面サイズW400×H550mm 枠巾25mm、Lot:1
両面タイプ・マグネット使用可・ゴム足付

A型スタンド茶枠
ABS-41B ブラックボード ¥8,900
ABS-42W ホワイトボード ¥8,900

A型スタンド白木枠
ABS-51B ブラックボード ¥8,900
ABS-52W ホワイトボード ¥8,900

A型スタンド焼杉枠
ABS-61B ブラックボード ¥8,900
ABS-62W ホワイトボード ¥8,900

両面

A型スタンド　（両面 チョーク用）
ABS-73RC  赤枠 ¥9,800
ABS-76WC  白枠 ¥9,800
S:本体サイズ500×850mm
   板面サイズW430×H680mm、Lot:1
両面タイプ・マグネット使用可・ゴム足付

中型スタンド 黒枠

A型スタンド　（両面 マーカー用）
ABS-71RB    赤枠 ¥9,800
ABS-72GB    緑枠 ¥9,800
ABS-75WB   白枠 ¥9,800
S:本体サイズ500×850mm
   板面サイズW430×H680mm、Lot:1
両面タイプ・マグネット使用可・ゴム足付

A型スタンド　（両面 マーカー用）
ABS-79BB    黒枠 ¥9,800
S:本体サイズ500×850mm
   板面サイズW430×H680mm、Lot:1
両面タイプ・マグネット使用可・ゴム足付

A型スタンド（マーカー、チョーク兼用）
ＡＢＳ-77Ｂ   C:ブラックストライプ
ＡＢＳ-78Ｗ  C:ホワイトストライプ
各¥14,000  
S:本体Ｗ500×Ｈ850mm･板面Ｗ430×Ｈ680mm、Lot:1
★下部足Ｌ型･補強金具付
★両面タイプ

下部足 L型
金具補強付

下部足 L型
金具補強付
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2段ブラックボード&
ポスターパネルスタンド
PAS-A22  ¥29,500
S:W670×H1200mm、Lot:1
★パネルA2･2段（片面タイプ）
★書き消しOK（マーカー用）
★ポスターOK
★マグネットOK
★四面開閉可

雨OK

A2

透明プラスチックカバーには�
緑の保護シートが付いています
のではがしてご利用下さい。

★�ご注意★��

雨天ブラックボード＆パネル
C:フレーム/シルバー･ボード/ブラック、Lot:1

BBP-B1  ¥22,000  S:W780×H1080mm   

BBP-B2  ¥14,500  S:W570×H780mm 
BBP-B3    ¥9,000  S:W420×H570mm

BBP-A1  ¥18,500  S:W650×H895mm

BBP-A2  ¥13,000  S:W470×H650mm
★サイズは外寸です。

片面 2way

ブラックボード＆ポスターパネル

A1
透明プラスチックカバーには

緑の保護シートが付いていますので
はがしてご利用下さい。

★�ご注意★��

ブラックボード&ポスタースタンド
（2WAY）
PRS-A1 ¥38,000
S:W655 ×Ｈ1150 × D575mm 
重量 9.4kg
Lot:1

両面

ブラックボード
使用例

角度変化

ペーパー
使用例

タテ・ヨコ
OK

強
風
時
で
の
ご
使
用
は
お
や
め
下
さ
い
。

★�

ご
注
意
★�

ブラックボード＆ペーパースタンド
PAS-A3    
¥13,000
（重量4.9kg）
S:W460×H1000×D337mm

    （ベースS:330×245mm）
    （ご利用ポスターサイズ：A3）
●パネルサイズ A3
   （W420×H297㎜） 
●マーカータイプ
★パネル部分がヨコ・タテOK（回転式）
★パネルの角度調整可能

片面

A3
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シルバーフレーム

ブラックフレーム

雨OK

●両面タイプ
●ブラックボード＆ポスターOK

●四面開閉可  
●マグネット使用可

●透明プラスチックカバー付
●雨天使用可  

●雨天ブラックボード＆パネルスタンド●
透明プラスチックカバーには緑の保護シートが
付いていますのではがしてご利用下さい。

★�ご注意★��

ブラックボード＆ポスタースタンド（2WAY）
PAS-A1  ¥27,000（重量9.12kg）
S:W655×H1150×D575mm、Lot:1
●パネルサイズ A1（W594×H841㎜） ●マーカータイプ
●透明プラスチックカバー付なので字が消えません。

ブラックボード＆ポスタースタンド（2WAY）
PAS-B2   ¥24,000
S:W560×H1000×D550mm
Lot:1
●パネルサイズ B2（W515×H728㎜） 
●マーカータイプ
●透明プラスチックカバー付なので字が消えません。

ブラックボード＆ポスタースタンド（2WAY）
PAS-A2   ¥23,000
S:W480×H880×D550mm
Lot:1
●パネルサイズ A2（W420×H594㎜） 
●マーカータイプ
●透明プラスチックカバー付なので字が消えません。

●看板おもし●

GOOD!

AIM Cotton cafe

Coffee ¥500-
Tea ¥500-

LUNCH ¥750-

両面 両面 両面

書き消しOK

◎左右の 2ポケットタイプなので
　片方だけでも使用可
◎取手付きなのでひも等で結ぶことも可
◎水・砂の他に色々なものを入れて使用可

出入口 （2 カ所）

看板用おもり〈水 ･砂等 OK〉
SW-100 ¥2,700
S:W320 × H300mm × 2ポケット
C:ブラック、Lot:5
※水 4ℓ× 2ポケット （約 8kg）
※重ねて置くことも出来ます。

A2

B2

A1

ポスターOK

クリアカバー

四面開閉

ブラックボード&ポスタースタンド（2WAY）
PBS-A1 ¥38,000
S:W655×Ｈ1150×D575mm 重量9.4kg
C:（コーナー・足）シルバー （フレーム）ブラック
Lot:1

ブラックボード&ポスタースタンド（2WAY）
PBS-A2 ¥30,000
S:W480×Ｈ880×D550mm
C:（コーナー・足）シルバー （フレーム）ブラック
Lot:1

ブラックボード&ポスタースタンド（2WAY）
PBS-B2 ¥35,000
S:W560×Ｈ1000×D550mm
C:（コーナー・足）シルバー （フレーム）ブラック
Lot:1

A2

B2

A1

両面両面両面

書き消しOK
ポスターOK

クリアカバー

四面開閉
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★看板類は組み立て式です。
★一度組み立てた物は返品できません。
★返品については箱代がかかります。

サインスタンド  SS-100  クローム ¥76,000   
 ブラック ¥67,000 
 ゴールド ¥89,000
S: W470×H980×D400mm　板面W450×H360mm

Lot:1
※角度調節可
※メニューはさみ込み式ですがメニューブックを置くことも出来ます。

★�

色
々
な
簡
易
テ
ー
ブ
ル
と
し
て
お
使
い
下
さ
い
。

※�

土
台
部
分
の
ね
じ
は
ね
じ
穴
に
合
わ
せ
て
締
め
て
下
さ
い
。

木製マルチテーブル  
MC-4  ¥28,500
高  さS:H920mm  　 
ボードS:W440×D340×15mm
底 板S:350角×18mm　C:ブラック、Lot:1

★ご注意★���看板類は原則的に屋内用です。雨や転倒等により色落ち・板面のはく離及び破損します。
　　　　　　また、サビなどが生じます。

UB-1  かさ袋（小） ¥750
S:150×650mm  
C:ブラック･レッド･紺･クリア、Lot:10
UB-2  かさ袋（小）           ¥750
S:150×650mm
C:グレー･ブラウン･ブルー･グリーン
　レモン･サーモン、Lot:10  
★1本～2本入ります。

かさ袋ハンガー
UBS-11  ¥40,000
S:400φ×1070mm 
C:クローム、Lot:1 

UB-3
かさ袋（約4～5本用ビニール） 
¥1,100　
S:270×665mm
C:紺･赤･黒･クリア
Lot:10

かさ袋ハンガー
UBS-13   ¥19,000
S:330φ×H1050mm
（プレートを含むS:330φ×1415mm）
C:クローム、Lot:1 
★プレートはA4の紙が
　入ります。
　又、縦横兼用です。

使用例

かさケース＆スタンド

上
部
プ
レ
ー
ト
は
必
要
に
応
じ
ご
利
用
下
さ
い
。

（
取
り
外
し
可
・
タ
テ
・
ヨ
コ
可
）
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★メニューホルダー
を取り付けた見本
です。 
参考HC-13 P.89

★看板類は組み立て式です。
★一度組み立てた物は返品できません。
★返品については箱代がかかります。

★ご注意★���記名台はえいむの造語であり商品名です。
看板類は原則的に屋内用です。雨や転倒等により色落ち・
板面のはく離及び破損します。また、サビなどが生じます。

（裏）（表）

SS-03P  
記名台プレート ¥2,200
S:300×H225mm   C:ブラック、Lot:1
★上下、表裏使い可能（両面印刷・ビス止め・文字かくし付）

えいむ
オリジナル
プレート

えいむ
アイディア
商品

※プレートを上・下へ
　付けた時の見本です。
���（上・下どちらでも
�����付けられます。）

記名台

記名台   
SS-03   ¥41,000
本体S:W400×H1000×D400mm
ボード S:300×370mm （クリップ付）
Lot:1 

記名台
SS-031 （白木タイプ） ¥44,000
SS-032 （けやきタイプ） ¥44,000
本体S:W400×H1000×D400mm、
ボードS:300×370mm（クリップ付）
Lot:1 
★ いらっしゃいませプレート付（両面印刷･ビス止め･文字かくし付） 
上･下どちらでも付けられます。

記名台W型
SS-035 （白木タイプ）  ¥54,000
SS-036 （けやきタイプ） ¥54,000
本体S:W400×H1000×D400mm

ボードS:510×H350mm（クリップ付）
Lot:1 

記名台
SS-033  （黒）  ¥45,000
SS-034  （赤）  ¥45,000
本体S:W400×H1000×D400mm 
ボードS:300×370mm（クリップ付）　
Lot:1 

木製テーブル型記名台  　
SS-039  ¥29,000 
S:H920mm　C:ブラック・白木タイプ 
ボードS:W440×D340×15mm
底   板S:350角×18mm、Lot:1
★テーブルタイプで大きめのボードのため、記帳しやすくなりました。
※ 土台部分のねじはねじ穴に合わせて締めて下さい。

★ご注意★���看板類は原則的に屋内用です。雨や転倒等により色落ち・板面のはく離及び破損します。
　　　　　　また、サビなどが生じます。
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★看板類は組み立て式です。
★一度組み立てた物は返品できません。
★返品については箱代がかかります。

★ご注意★���看板類は原則的に屋内用です。雨や転倒等により色落ち・板面のはく離及び破損します。また、サビなどが生じます。

メニュー&記名台
SS-810  ¥76,000  Lot:1 
S:W500×H1250×D550mm
 　上ボードW510×D350mm
　 下ボードW310×D360mm　
 ★記名台とメニュー台が
　ひとつになり、便利になりました。

（ ）
軽量タイプメニューブック台
SS-76  ¥38,000
S:φ450×H900～1300×D450mm 
ボードS:W480×H330mm、Lot:1
★プレート角度、高さ移動可。

★�メニュー台のボードに
直接金属A4・30穴が
付きました。
★�メニューブックを置かな
い為、ページがめくりや
すく増減が簡単になりま
した。
★�移動に便利なキャスター
付です。

メニューブック台（A4・30穴） 　
SS-820（小） 白木タイプ ¥52,000
SS-830（小） けやきタイプ ¥52,000
S:W400×H1070×D400mm、Lot:1 
ボードS:510×350mm、P:4
ビニール（A4･30穴） BP-A430  ¥270

メニューブック台
SS-82（小） 白木タイプ ¥52,000
SS-83（小） けやきタイプ ¥52,000
S:W400×H1070×D400mm
ボードS:510×350mm、Lot:1 
★移動に便利なキャスター付です。

メニューブック台   
SS-72（大） 白木タイプ ¥56,000
SS-73（大） けやきタイプ ¥56,000
S:W400×H1117×D400mm
ボードS:600×430mm、Lot:1 
★移動に便利なキャスター付です。

メニューブック台

看板おもし

◎左右の 2ポケットタイプなので
　片方だけでも使用可
◎取手付きなのでひも等で結ぶことも可
◎水・砂の他に色々なものを入れて使用可

出入口 （2 カ所）

看板用おもし〈水 ･砂等 OK〉
SW-100 ¥2,700
S:W320 × H300mm × 2ポケット
C:ブラック、Lot:5
※水 4ℓ× 2ポケット （約 8kg）
※重ねて置くことも出来ます。
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メニューブック台
SS-842N  ¥38,000
S:400φ×H1060mm 
S:ボード W515×H350mm
C:ブラック（ボード黒）、Lot:1
材質:上部メニュー受け/木製、
　　 下部バー&台/スチール

メニューブック台
SS-841N  ¥38,000
S:400φ×H1060mm 
S:ボード W515×H350mm
C:クローム（ボードナチュラル）、Lot:1
材質:上部メニュー受け/木製、
 　　下部バー&台/スチール

★このメニュー台はベースが重い為固定された一定の場所
　でのご使用に適しています。移動向きではありません。

メニューブック台
SS-70 （大）B-4Wタイプ  ¥53,000
S:W600×H1085×D400mm  ボードS:600×450mm、Lot:1 
SS-80 （小）A-4Wタイプ  ¥49,000
S:W560×H1041×D400mm  ボードS:500×370mm、Lot:1 

メニューブック台
SS-84  小（黒）  ¥56,000
SS-85  小（赤）  ¥56,000
S: W400×H1070×D400mm 
ボードS:510×350mm、Lot:1 

メニューブック台
SS-74  大（黒）  ¥62,000
SS-75  大（赤）  ¥62,000
S: W400×H1117×D400mm 
ボードS:600×430mm、Lot:1 

木製メニューブック台  
SS-840  ¥35,000
S:H1125mm  C:ブラック・白木タイプ
ボードS:W510×D350×15mm
底   板S:350角×18mm、Lot:1
※ 土台部分のねじはねじ穴に合わせて締めて下さい。

★メニューブック台は記名台としてもご利用できます。
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木製ミニイーゼル
ME-100　¥1,800
S:220×H370mm、C:ナチュラル･ブラック、Lot:10
★サンプルケース、テーブル等でご使用下さい。
※高さ移動自由
★組み立て式

木製イーゼル
ME-202 （中） ¥8,200  
S:W470×H1200mm

C:ブラウン、Lot:1
ストッパー2ヶ付 
5段タイプ・組み上げタイプ

木製イーゼル

木製イーゼル （小）　
ME-213　¥8,300
S:W520×H1000mm
C:ブラウン･白木、Lot:1
★ボードストッパー付（上下可）　
★ボード受けも上下可
★組み上げタイプ

木製三角イーゼル 
ME-11B     ¥7,500 C:こげ茶
ME-12W    ¥7,500 C:白木
S:W520×H1100mm、Lot:1
★くさり･六角レンチ付 6段タイプ
★組み立て式

《ボードは使用例》

両面タイプ

ミニイーゼル

木製両面A型イーゼル
ME-10A    ¥9,500
S:W520×H1160mm
C:ダークブラウン、Lot:1
ストッパー2ヶ付 6段タイプ・組み上げタイプ
注:巾520㎜以下のボードはのりません。

アルミA型イーゼル（片面）  Lot:1
AE-102  （小）  ¥16,000　
S:W450×H1000mm

★ボード受は上下移動出来ます。
★組み上げタイプ

アルミイーゼル

在庫
限り

在庫
限り

在庫
限り

木製イーゼル
ＭＥ-302Ｂ  C:ブラックストライプ
ＭＥ-302Ｗ C:ホワイトストライプ
各¥9,500  
S:Ｗ480×Ｈ1200mm、Lot:1
★上段式･ボードストッパー付

使用例
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表

裏

インフォメーションスタンド ◎組み立て式 ◎簡単にセットできます。 ◎ネジまわし不要

※このページの商品はポールが半分になります。（組み立て式）

高さを低くすることも
出来ます。

（ポール1/2の高さ）

高さを低くすることも
出来ます。

（ポール1/2の高さ）

A4ヨコ
SS-111  ¥28,000
S:279φ×H1222mm 
C:上部クローム・
　 下部ブラック、Lot:1
★ボード2mm 2枚差し
★他の文字付ボードは
　総合カタログP252・
　253よりお選びください。

OPEN/CLOSED
SS-112  ¥28,000
S:279φ×H1177mm 
C:上部クローム・下部ブラック、Lot:1
★表OPEN/裏CLOSE ボード4mm

A4ヨコ 無地
SS-113  ¥27,500
S:279φ×H1222mm 
C:上部クローム・
　 下部ブラック、Lot:1
★白アクリル4mm

A4ヨコ クリア2枚
SS-114  ¥27,500
S:279φ×H1222mm 
C:上部クローム・
　 下部ブラック、Lot:1
★ボード2mmクリア2枚
★A4の紙がはさめます。

営業中/準備中
SS-221  ¥29,000
S:279φ×H1177mm 
C:上部クローム・
　 下部ブラック、Lot:1
★表 営業中/裏 準備中
　ボード4mm

営業中/終了
SS-222  ¥29,000
S:279φ×H1177mm 
C:上部クローム・
　 下部ブラック、Lot:1
★表 営業中/裏 終了
　ボード4mm

B4ヨコ 無地
SS-223  ¥28,500
S:279φ×H1270mm 
C:上部クローム・
　 下部ブラック、Lot:1
★白アクリル4mm

B4ヨコ クリア2枚
SS-224  ¥28,500
S:279φ×H1270mm 
C:上部クローム・
　 下部ブラック、Lot:1
★ボード2mmクリア2枚
★B4の紙がはさめます。
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4
way

4
way

4
way

4
way

4
way

4
way

差し替えプレート★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ご注意★���看板類は原則的に屋内用です。雨や転倒等により色落ち・板面のはく離及び破損します。また、サビなどが生じます。

A4P-4A4P-1

A4P-8（裏） IP-28

A4P-2 A4P-3

A4P-8（表） IP-29

SS-12の文字内容�
★上記の2枚が入ります。

プレート1枚
¥1,800
無地1枚

¥1,000

SS-14の文字内容�
★上記の2枚が入ります。

プレート1枚
¥1,800
無地1枚

¥1,000

SS-10の文字内容�
★上記の2枚が入ります。

プレート1枚
¥1,800
無地1枚

¥1,000

SS-11の文字内容�
★上記の2枚が入ります。

プレート1枚
¥1,800
無地1枚

¥1,000

プレート1枚
¥2,500
無地1枚

¥1,500

SS-20の文字内容�
★上記の2枚が入ります。

プレート1枚
¥2,500
無地1枚

¥1,500

A-4サイズ　¥1,200
S:297×210×2mm 
★A-4サイズの看板にそれぞれお選びご使用下さい。

SS-11 インフォメーションスタンドA-4（ヨコ）
S:300φ×H1113mm、Lot:1 
C:ブラック ¥27,000 
C:クローム ¥32,000
★プレート2枚差し

SS-10  インフォメーションスタンドA-4（ヨコ）
S:300φ×H1113mm、Lot:1 
C:ブラック ¥27,000
C:クローム ¥32,000
★プレート2枚差し

SS-22 インフォメーションスタンドB-4（タテ）
S:300φ×H1144mm、Lot:1 
C:ブラック ¥29,000
C:クローム ¥37,000
★プレート2枚差し

SS-20  インフォメーションスタンドB-4（タテ）
S:300φ×H1144mm、Lot:1 
C:ブラック ¥29,000
C:クローム ¥37,000
★プレート2枚差し

SS-12  
インフォメーションスタンドA-4（ヨコ）  
¥27,000
S:300φ×H1113mm
C:ブラック、Lot:1 
★プレート2枚差し

SS-14  
インフォメーションスタンドA-4（ヨコ）  
¥27,000
S:300φ×H1113mm
C:ブラック、Lot:1 
★プレート2枚差し
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B4P-1

只今の時間全席禁煙
SS-23C（B-4ヨコ）
¥28,500
C:ブラック、Lot:1

★看板類は組み立て式です。
★一度組み立てた物は返品できません。
★返品については箱代がかかります。

各サイズのスタンドに
ご利用出来ます。

A4P-5

IP-26 IP-27

A4P-6

B4P-2

B-4サイズ（片面）　¥1,500
S:364×257×2mm 
★B-4サイズの看板にそれぞれお選びご使用下さい。

A-4サイズ（片面）　¥1,200
S:297×210×2mm 
★A-4サイズの看板にそれぞれお選びご使用下さい。

変動型 
インフォメーションスタンド
SS-13G（A-4）
¥26,500
表:定休日
裏:臨時休業
C:ブラック、Lot:1

只今満席
SS-13F（A-4）
¥26,500
C:ブラック、Lot:1

終日全席禁煙
SS-13E（A-4）
¥26,500
C:ブラック、Lot:1

只今の時間禁煙
SS-13C（A-4）
¥26,500
C:ブラック、Lot:1

SS-21NAの文字内容�
★下記の2枚が入ります。

SS-21NBの文字内容�
★下記の2枚が入ります。

SS-21NA 営業中/準備中
SS-21NB 商い中/仕度中
店頭インフォメーション
¥32,000
S:300φ×1150mm
   プレート197×500×2mm、Lot:1
C:ブラック 
★プレート2枚差し

変動型インフォメーションスタンド
SS-13    （A-4ヨコ）　¥26,000
S:300φ×H850～1300mm

SS-23    （B-4ヨコ）　¥28,000
S:300φ×H890～1340mm
C:ブラック、Lot:1
★プレート角度、高さ移動可
★透明アクリル付（2mm）
★文字付プレートはP238・239の
　上記のプレートをご利用下さい。

SS-21NA SS-21NB

239



高さを低くすることも
出来ます。

（ポール1/2の高さ）

SS-120
（クローム）

SS-121
（クローム）

SS-122
（ブラック）

SS-123
（クローム）

240

スタッキングベルトパーティション

（片面）
OP-16

（片面）
OP-15

（片面）
OP-14

（表） （裏）OP-13

（表） （裏）OP-12

アクリルプレート 
OP-12～16 （別売） ￥2,500
S:175×200×3mm  C:白、Lot:1

PS-407  ¥21,000 
S:300φ×H875mm（ポール32φmm）
C:クローム／シルバー塗装 Lot:1
★ポール:真鍮＋スチール
　ベース:スチール
★ボードは含まれません。

プ
レ
ー
ト・ロ
ー
プ・か
さ
袋
等
を
下
げ
ら
れ
ま
す
。

PS-331R  
¥28,000
S:360φ×H960mm
  （ベルト2000mm）
C:ステンレス・ベルト/レッド、
Lot:1

PS-332B  
¥23,000
S:360φ×H960mm
  （ベルト2000mm）
C:ブラック・ベルト/ブラック、
Lot:1

スタッキングスタッキング

4
way

4
way

SS-120 ¥29,000 （ブラック・シルバー）

■文字の内容

■文字なし

SS-122 ¥29,000 （ブラック・シルバー）

SS-121 ¥29,000 （ブラック・シルバー）

SS-123 ¥29,000 （ブラック・シルバー）

SS-124 ¥28,000 （ブラック・シルバー）

■上部がブラックとクロームがあります。
S:279φ×H1150mm
C:ブラック、クローム（各上部）、Lot:1

（無地） （無地）

（ブラック横面）（バーを半分にした横面）

インフォメーションスタンド（斜めタイプ）

★斜めタイプ　★組み立てタイプ
★2面タイプ   ★高さをポール1/2に出来ます
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way
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way
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way
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way

ALL
way
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way

ウォールベルト

ベルトパーティションポール（4方向式）
¥21,000
PS-301R（C:ベルト/レッド）
PS-302B（C:ベルト/ブラック）
S:330φ×H980mm（ベルト2000mm）
C:シルバー（ステンレス）、Lot:1 
★ベースは反射防止の為
　ブラシヘアライン加工してあります。

ベルトパーティションポール（4方向式）
¥19,000
PS-303R（C:ベルト/レッド）
PS-304B（C:ベルト/ブラック）
S:330φ×H980mm（ベルト2000mm）
C:本体/ブラック（スチール）、Lot:1

エンドパーティションポール
PS-3034  （ベルトなし）  
¥16,000
S:330φ×H980mm
C:ブラック、Lot:1
★受け止めポールです。

ベルトパーティションポール（回転式）
¥22,000
PS-307R（C:ベルト/レッド）
PS-308B（C:ベルト/ブラック）
S:330φ×H990mm（ベルト2000mm）
C:シルバー（ステンレス）、Lot:1 
★ベースは反射防止の為
　ブラシヘアライン加工してあります。

ベルトパーティションポール（回転式）
¥22,000
PS-305R（C:ベルト/レッド）
PS-306B（C:ベルト/ブルー）
S:330φ×H990mm（ベルト2000mm）
C:ブロンズ（スチール）、Lot:1 

ウォールベルト  
PR-4R  ¥14,000
S:ベルト2000mm
C:ベルト/レッド、Lot:1 

エンドパーティションポール
PS-3012  （ベルトなし） 
¥18,000
S:330φ×H980mm
C:シルバー（ステンレス）、Lot:1 
★受け止めポールです。

エンドパーティションポール
PS-3056 （ベルトなし） 
¥19,000
S:330φ×H990mm
C:ブロンズ（スチール）、Lot:1
★受け止めポールです。

エンドパーティションポール
PS-3078 （ベルトなし）
¥19,000
S:330φ×H990mm
C:シルバー（ステンレス）、Lot:1
★受け止めポールです。

ベルトパーティションポール 1本から対応！

■文字の内容

■文字なし



PS-403  ¥34,500 
S:300φ×H905mm（ポール32φmm）
C:金／鏡面
重量：4kg
Lot:1
★ポール:真鍮＋ステンレス
　ベース:ステンレス

PS-404  ¥32,000 
S:300φ×H885mm（ポール32φmm）
C:クローム／ヘアライン
重量：3.8kg
Lot:1
★ポール:真鍮＋ステンレス
　ベース:ステンレス

PS-407のヘッド
部分にプレートを
付けられます。
（P.228参照）

　パーテーションポールの特長

ハイクラスポール

ベース裏

ベースの裏に保護シートを付け
ているので、設置した時に床面
を傷つける心配がありません。
スタッキング可能な製品には保
護シートを付けることで、重ね
た時にベースの表面に傷が付く
のを防ぎます。
★材質:ポリエチレンフォーム

重ねる事で、
省スペースで収納
出来ます。

フックは固定タイプで、
回転しません。

フックを回転させ、任意の位置で
止めることが出来ます。フックの
向きを気にせず設置可能です。

スタッキング

スタッキング スタッキング

フックが
回転します

フック

フックが
回転します

フック

フックが
回転します

フック

フックが
回転します

フック

フックが
回転します

フック

フックが
回転します

フック

保護シート付

フックは
固定式です

フックは
固定式です

フックは
固定式です

PS-407  ¥21,000 
S:300φ×H875mm（ポール32φmm）
C:クローム／シルバー塗装
重量：3.3kg
Lot:1
★ポール:真鍮＋スチール
　ベース:スチール

PS-402  ¥28,000 
S:300φ×H895mm（ポール32φmm）
C:クローム／黒艶消塗装
重量：3.3kg
Lot:1
★ポール:真鍮＋スチール
　ベース:ステンレス

PS-401  ¥32,000 
S:300φ×H895mm（ポール32φmm）
C:クローム／鏡面
重量：3.2kg
Lot:1
★ポール:真鍮＋ステンレス
　ベース:ステンレス

PS-405  ¥34,000 
S:300φ×H905mm（ポール35φmm）
C:金／ミディアムオーク
重量：3.4kg
Lot:1
★ポール:真鍮＋集成材
　ベース:ステンレス

PS-406  ¥28,000 
S:300φ×H860mm（ポール35φmm）
C:クローム／ライトオーク
重量：3.2kg
Lot:1
★ポール:真鍮＋集成材
　ベース:ステンレス
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使用例

ロープパーティションポール

ガイドロープ

壁面用パーティションフック

PR-3R（C:レッド）

PR-3B（C:ブラック）

3

φ7

21
4330

60 45

フック
PR-6
1本¥1,700
S:60×30×43mm

★ロープは別売

ガイドポール  
PS-309
¥14,000
S:330φ×H970mm
C:本体/シルバー、Lot:1
★ベースは反射防止の為
　 ブラシヘアライン加工
　してあります。

パーティションポールL
PS-202  
1本¥34,000
S:300φ×H900mm 
C:クローム、Lot:1　
※ロープ別売り

パーティションポールL
PS-222
1本¥33,000
S:300×H900mm
C:サテンゴールド
Lot:1 

ロープ  ¥7,000
S:1500mm
C:ブラック･レッド、Lot:1
★材質:ベルベット

PR-5R（C:レッド）

PR-5Ｇ（C:ゴールド）

PR-5S（C:シルバー）

PR-5B（C:ブルー）

ロープ  ¥19,000
S:25φ×1200mm
Lot:1
★材質 フック：亜鉛ダイカスト
　　　 ロープ：レーヨン＆ポリエステル

パーティションポールS
PS-101
S:300φ×H800mm
C:ブラック      ¥16,000
C:クローム    ¥22,000
Lot:1 

パーティションポールL
PS-212 
1本¥18,000
S:300φ×H900mm
C:ブラック、Lot:1

ガイドポール 
PS-310  
¥14,000
S:360φ×H860mm
C:ステンレスシルバー
Lot:1

店
頭・店
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カラオケ用卓上ラック 
CL-5W  ¥25,000
S:W531×H360×D265mm 、Lot:1
※A-4･2列2段
★ カラオケリクエストブックなどの 
厚いものもはいります。

カタログ・パンフレットスタンド
（A-4･1列10段）
CL-60N ¥26,000
S:W320×H1450×Ｄ460mm
Lot:1

カタログ・パンフレットスタンドＷ
（A-4･2列10段）
CL-60ＷN ¥39,000
S:W473×H1450×Ｄ460mm
Lot:1

マガジンスタンド（Ａ-4･3列3段）
CL-8N ¥48,000
S:W700×H950×Ｄ390mm
C:シルバー､Lot:1

マガジンスタンド（Ａ-4･3列4段）
CL-8ＷN ¥56,000
S:W700×H1100×Ｄ480mm
C:シルバー､Lot:1

ＭＣ-6 マガジンラック（Ａ-4･2列3行）
¥29,000
S:W510×H400×Ｄ480mm
C:ガンメタリック､Lot:1

CL-97  木製マガジンラック  
¥74,000
S:W650×H770×D350mm
C:ナチュラル、Lot:1 

←中に入っています。

ゴミ用ケース

アッシュトレイ&トラッシュケース
ATS-100  ¥9,800
S:250φ×H610mm、Lot:1
C:本体/ステンレスシルバー･
　バケツ/ゴムブラック
★ダストケース付

灰皿

ゴミ入れ

CL-95W  新聞ラック
¥27,000
S:W595×D330×H770mm、Lot:1  新聞挟3本付

CL-94W  新聞ラック
¥37,000
S:W595×D330×H810mm 、Lot:1  新聞挟5本付
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バッゲージラック 〈折りたたみ式〉

《使用例》

《使用例》

《使用例》

BR-102T

BR-101

使い方色々。便利です ！

◆レストランでの
　サイドテーブルとして。
◆パーティー、宴会等での
　荷物置きとして。
◆店頭・店内のサンプル台
　として。
◆商品展示の為の
　商品台として。
　様々な場面で使ってみて
　はいかがでしょうか。

《使用例》

BR-101T

BR-102  クロームバッゲージラック  
¥9,500
S:W485×D420×H785mm
C:本体/クローム ベルト/ブラック、Lot:1

BR-101  クロームバッゲージラック  
¥9,800
S:W670×D390×H540mm
C:本体/クローム ベルト/ブラック、Lot:1

BR-101T  バッゲージラック＆マルチテーブル  
¥16,000
S:W670×D390×H540mm  テーブルS:W600×D395mm
C:本体/クローム  テーブル/ブラックマット（エンビ）、Lot:1
※色々な簡易テーブルとしてお使い下さい。
※バッゲージラックにボードをのせただけの物です。

BR-102T  バッゲージラック＆マルチテーブル  
¥15,500
S:W485×D420×H785mm  テーブルS:W435×D430×5mm
C:本体/クローム  テーブル/ブラックマット（エンビ）、Lot:1

※色々な簡易テーブルとしてお使い下さい。
※バッゲージラックにボードをのせただけの物です。

ブラックバッゲージラック
BR-201 ¥9,800
S:W500×Ｈ550×D375mm
C:（本体）ブラック、（ベルト）レッド
Lot:1
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バッグケース ★一度組み立てた物は返品できません。
★返品については箱代がかかります。

★バッグ、衣類、小物入れ等にお使い下さい。
※5mm底板付き
※開脚ストッパー2本付き
※お客様組み立てタイプ
※撮影上及び染色具合で多少色が変わります。

《折りたたみ時》

バッグ＆服カバー  バッグやハンガー・イス等にかけた服にご利用下さい 
 （ 臭いやホコリ、油などを軽減します。 ） 

本体そのものが折りたたみ収納できます。また、持ち
やすいように取手が付いています。ふた付きなので、
煙・臭い・水滴等が避けられます。

《使用例》

BC-11  （大） ¥1,100 S:640mm角
BC-12  （小） ¥550 S:440mm角
C:ブラウン、Lot:1

合皮バッグ&服カバー BC-13  ¥850
S:550mm角
C:表/黒･裏/銀、Lot:1

ナイロンバッグ&服カバー

合皮タイプバッグ&ウェアケース（ふた付） 
BR-106 （大）  ¥6,800   S:W500×H400×D300mm

BR-107 （小）  ¥5,800   S:W370×H370×D245mm

C:ブラウン、Lot:1　折りたたみ式

バッグケース
BR-103   ¥5,800
S:W500×D300×H400mm、Lot:1
布サイズS:W450×270mm
C:クローム本体＋帆布ブラウン・ブラック本体＋帆布ブラック

〈折りたたみ式〉
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《テーブル使用例》

バッグ、衣類、小物入れ等にお使い下さい。

ハイバッグケース  
BR-110  ¥7,800
S:W470×H640×D280mm
（内寸W450×H230×D270mm）
C:ブラウン、Lot:1

★２段タイプ《使用例》
別のバッグケースを下に入れることが出来ます。

BR-105専用バッグケースカバー&テーブル
BC-14   ¥3,500　
S:W430×H47×D295mm
C:スモーク、Lot:1
材質:アクリル

折りたたみ式バッグ&ウェアケース（ふた付）  
BR-104  ¥6,200  S:W450×H385×D280mm
C:ブラウン、Lot:1 （内寸W445×H335×D265mm）
材質:本体スチール/ケース帆布
本体自体で開脚がストップします。

折りたたみ式バッグ&ウェアケース  
BR-105 ¥5,500 S:W450×H385×D280mm
C:ブラウン、Lot:1    （内寸W445×H335×D265mm）
材質:本体スチール/ケース帆布
本体自体で開脚がストップします。

マルチテーブル
BR-101T   ¥16,000
S:W670×D390×H540mm  
　テーブルS:W600×D395×5mm
C:本体/クローム  
　テーブル/ブラックマット（エンビ）
Lot:1

バックケース 〈折りたたみ式〉

マルチテーブル
BR-102T  ¥15,500
S:W485×D420×H785mm  
    テーブルS:W435×D430mm
C:本体/クローム  
    テーブル/ブラックマット（エンビ）
Lot:1

※色々な簡易テーブルとしてお使い下さい。
※バッゲージラックにボードをのせただけの物です。
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PPラタンワゴン（二段）
ＡＴW-1000 （本体のみ） ¥27,000
S:約Ｗ525×Ｈ460×Ｄ365mm
C:ダークブラウン、Lot:1　
★キャスター付
★バスケットは付いていませんので、P249よりお選び下さい。

（使用例） 上下/AT-283

PP RATTAN ブラウンシリーズ
えいむの PP ラタンケースは、色々な使い方を楽しめます。

ポリプロピレン製

食器洗浄機使用の洗浄後、余熱で縁が開くこと
がありますが冷めると元に戻ります。120℃以
上の高温に熱した場合、本体が溶解・変形いた
します。火気の近くに置かないでください。

使用上のご注意

PPラタンワゴン（一段）
ATW-1100 ¥24,000
S:約W520×H265×D365mm
Cブラウン、Lot:1
★キャスター付
★バスケットは付いていませんので、P249よりお選び下さい。

PPラタンミニワゴン（二段）
ATW-1200 ¥23,000
S:約W390×H420×D305mm
Cブラウン、Lot:1

（使用例）

上/ATM-100

上/AT-283

上下/ATM-100

ワゴン用トレイ
ATM-100 ¥3,800
S:Ｗ510×Ｄ305mm
C:ブラウン、Lot：1
※ワゴンよりすべり防止の為、
　両サイドがせりあがっています。
★ATW-1000・ATW-1100対応

横から見た図

多目的ケース
AT-270（大） ¥3,500
S:上W340×H150×D260mm 
　下W300×D220mm
C:ブラウン、Lot:1

多目的ケース
AT-271（小） ¥2,700
S:上W340×H100×D250mm 
　下W300×D220mm
C:ブラウン、Lot:1
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バッグ＆ウェアケース
ＡＴ-259 ¥7,000
S:Ｗ450×Ｈ250×Ｄ300mm 
C:ダークブラウン、Lot：1
用途：衣類・バッグ・雑誌・
　　 アメニティ・ディスプレイ等
★取手付
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水洗い
OK

食洗機
OK

冷蔵庫内
OK

希釈
消毒剤
OK

耐熱
120℃
OK

耐衝撃性
抜群

バッグ&マルチケース
AT-219  ¥8,500   
S:W455×H250×D305mm
C:ブルーグリーン、Lot:1

バッグ＆多目的ケース
ＡＴ-283 （小） ¥4,800
S:Ｗ465×Ｈ120×Ｄ340mm
   （内寸 W455（405）×H110×Ｄ310（265）mm）
C:ダークブラウン、Lot：1
用途：衣類・バッグ・雑誌・アメニティ・ディスプレイ等

丸形ケース
AT-284 ¥6,300
S:φ400（下φ192）×H120mm
C:ブラウン、Lot：1

バッグ＆多目的ケース
ＡＴ-281 （大） ¥9,800
S:約Ｗ520×Ｈ175×Ｄ365mm
   （内寸 W470（410）×H155×Ｄ310（270）mm）
C:ダークブラウン、Lot：1
用途：衣類・バッグ・雑誌・アメニティ・ディスプレイ等
★取手付

バッグ＆多目的ケース
ＡＴ-282 （小） ¥8,500
S:約Ｗ470×Ｈ175×Ｄ345mm
   （内寸 W420（370）×H155×Ｄ295（250）mm）
C:ダークブラウン、Lot：1
用途：衣類・バッグ・雑誌・アメニティ・ディスプレイ等
★取手付

249



多目的ケース
ＡＴ-250 （大） ¥3,400
S:Ｗ380×Ｈ75×Ｄ283mm
C:ダークブラウン、Lot：1
用途：アメニティ・衣類・バッグ・雑誌等

多目的ケース
ＡＴ-280 ¥8,500
S:Ｗ600×Ｈ90×Ｄ430mm
   （内寸 W575（530）×H80×Ｄ405（365）mm）
C:ダークブラウン、Lot：1
用途：アメニティ・衣類・バッグ・雑誌等

茶 小 + 小の組み合わせ例
ＷＸ-ＳＳ ★小+小 ¥5,400

茶 小 + 大の組み合わせ例
ＷＸ-ＬＳ ★大+小 ¥7,100

茶 大 + 大の組み合わせ例
ＷＸ-ＬＬ ★大+大 ¥8,800

大 + 大の組み合わせ例（焼木）
ＷＸR-ＬＬ ★大+大 ¥9,600

ＷＸ-Ｌ ¥4,400  S:W450×H410×10mm

ＷＸ-Ｓ ¥2,700  S:W450×H300×10mm
C:ブラウン、Lot:1

ＷＸB-Ｌ  ¥4,800  S:W450×H410×10mm

ＷＸB-Ｓ  ¥3,000  S:W450×H300×10mm
C:焼板、Lot:1

ＷＸ-Ｌ ＷＸB-Ｌ

ＷＸ-S ＷＸB-S

組み合わせ各パターン

AT-212  （大）   ¥6,600  S:W605×H90×D430mm

AT-213  （小）   ¥5,100  S:W430×H90×D400mm

PPラタンケース
C:ブルーグリーン
Lot:1

木製X型組み立てラック MDF 10mm

バッグ＆ウェアケース

レザータッチ バッグ＆ウェアケース
AT-301   ¥4,900
S:W380×H104×D280mm
（内寸W368×H95×D268mm）
C:ブラック、Lot:1

木製アメニティー＆多目的トレイ（MDF）
焼板タイプ（大）
AT-125B ¥4,800
S:W350×H53×D270mm
    （内寸 W328×H45×Ｄ250mm）
Lot:1

■バッグ・ウェア・マガジン・ディスプレイラック等色々な使い方が出来ます。
■ご注意：3kg以上の重たいものは破損しますのでお止め下さい。

■お座敷やテーブルやディスプレイケース等色々な場面でご利用下さい。
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