
額用品 和室の鴨居や壁などに額縁や掛け軸を飾る金具です。

額受けや額布団、軸自在を揃えています。

額受け用品

額布団

材質：布･綿
入数：１袋１組入
パッケージ（45）→P.83

金襴紫

注文品番　M-718
価格（税抜）　¥830
JAN　803486

材質：布･綿
入数：１袋１組入
パッケージ（45）→P.83

赤

注文品番　M-716
価格（税抜）　¥400
JAN　803462

材質：布･綿
入数：１袋１組入
パッケージ（45）→P.83

紫

注文品番　M-717
価格（税抜）　¥400
JAN　803479

額受け

石こうボード・木壁用　伸縮額受け

材質：〈受け〉スチール塗装･樹脂　
 〈石こうボード木壁兼用ピン〉
 スチールメッキ
入数：１袋１組入
パッケージ（45）→P.83
安全荷重： ７kg 

厚み30～45mm

注文品番　M-055
価格（税抜）　¥730
JAN　804476

材質：〈受け〉スチール塗装･樹脂
 〈石こうボード木壁兼用ピン〉
 スチールメッキ
入数：１袋１組入
パッケージ（45）→P.83
安全荷重： ５kg 

厚み45～70mm

注文品番　M-029
価格（税抜）　¥900
JAN　802878
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スライド式の受け部により、
薄いものから厚いものまで
厚みを調整できます。

■伸縮機能説明

ネジをまわして固定します。

壁用で受け部の厚みが調整できます。 壁用で受け部の厚みが調整できます。

鴨居・長押用　伸縮額受け

材質：〈受け〉スチール塗装･樹脂
入数：１袋１組入
パッケージ（45）→P.83
安全荷重： ７kg 

厚み30～45mm

注文品番　M-057
価格（税抜）　¥730
JAN　804490

材質：〈受け〉スチール塗装･樹脂
入数：１袋１組入
パッケージ（45）→P.83
安全荷重： ５kg 

厚み45～70mm

注文品番　M-056
価格（税抜）　¥900
JAN　804483
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鴨居用で受け部の厚みが調整できます。 鴨居用で受け部の厚みが調整できます。

120

55

布の裁断サイズ

額縁の品格を高め、
保護にもなります。

120

55

布の裁断サイズ

額縁の品格を高め、
保護にもなります。

120

55

布の裁断サイズ

額縁の品格を高め、
保護にもなります。

長押用　伸縮額受け

材質：〈受け〉スチール塗装･樹脂
入数：１袋１組入
パッケージ（45）→P.83
安全荷重： ７kg 

厚み30～45mm

注文品番　M-059
価格（税抜）　¥730
JAN　804513

材質：〈受け〉スチール塗装･樹脂
入数：１袋１組入
パッケージ（45）→P.83
安全荷重： ５kg 

厚み45～70mm

注文品番　M-058
価格（税抜）　¥900
JAN　804506
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長押用で受け部の厚みが調整できます。 長押用で受け部の厚みが調整できます。

額
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品
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軸自在

真ちゅうバネ付き 二本継 ゴマ竹
40cm

材質：真鍮
入数：１袋１本入
外寸法：幅20×高さ400×奥行16（mm）
パッケージ（46）→P.83
安全荷重： ５kg 

注文品番　M-335
価格（税抜）　¥1,700
JAN　803141

32～62cm

材質：スチール塗装
入数：１袋１本入
外寸法：幅15×高さ370～540×奥行15（mm）
パッケージ（46）→P.83
安全荷重： ５kg 

注文品番　M-333
価格（税抜）　¥1,100
JAN　803134

36cm

材質：ゴマ竹
入数：１袋１本入
外寸法：幅25×高さ360×奥行20（mm）
パッケージ（46）→P.83
安全荷重： ２kg 

注文品番　M-339
価格（税抜）　¥1,400
JAN　803189

45cm

材質：ゴマ竹
入数：１袋１本入
外寸法：幅25×高さ450×奥行20（mm）
パッケージ（46）→P.83
安全荷重： ２kg 

注文品番　M-338
価格（税抜）　¥1,500
JAN　803172

矢筈（やはず）

黒竹
１m

材質：黒竹
入数：１袋１本入
外寸法：幅23×高さ1000×奥行16（mm）
パッケージ（46）→P.83

注文品番　M-719
価格（税抜）　¥1,400
JAN　803493

掛け軸を掛ける金具です。

真ちゅう角線 

材質：真鍮
入数：１袋１本入
外寸法：幅17×高さ930×奥行22（mm）
パッケージ（46）→P.83
安全荷重： ８kg 

90cm
注文品番　M-336
価格（税抜）　¥2,600
JAN　803158

材質：真鍮
入数：１袋１本入
外寸法：幅17×高さ630×奥行22（mm）
パッケージ（46）→P.83
安全荷重： ８kg 

60cm
注文品番　M-337
価格（税抜）　¥2,200
JAN　803165

ビスをゆるめ、スライドさせて高さを調整します。

掛け軸を掛ける金具です。

掛け軸を取り外す時に使います。

長押フック

二重折　木壁・木桟・柱用 

材質：〈フック〉亜鉛ダイカスト塗装
入数：１袋２ヶ入
パッケージ（45）→P.83
安全荷重： ５kg 

大

注文品番　M-035
価格（税抜）　¥420
JAN　802939

52
28

17

材質：〈フック〉亜鉛ダイカスト塗装
入数：１袋２ヶ入
パッケージ（45）→P.83
安全荷重： ２kg 

小

注文品番　M-036
価格（税抜）　¥340
JAN　802946

47
22

13

吊り下げるときに使うフックです。 吊り下げるときに使うフックです。

額
用
品
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額用品

吊り金具

引掛け穴が大きくて
掛けやすい

スプーン吊 フラット吊  

材質：〈吊り金具〉スチールメッキ
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
入数：１袋１組（２ヶ）入
パッケージ（40）→P.83
安全荷重： 100kg 
※ 100kgに耐えられる壁か下地に掛けてください。

注文品番　M-589
価格（税抜）　¥600
JAN　804889

材質：〈吊り金具〉スチールメッキ　
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
入数：１袋１組（２ヶ）入
パッケージ（40）→P.83
安全荷重： 50kg 
※ 50kg に耐えられる壁か下地に掛けてください。

注文品番　M-579
価格（税抜）　¥200
JAN　802786
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パネルにネジで
金具を取り付け

パネルにネジで
金具を取り付け

重量物にも対応できる吊り金具です。 大型パネルを掛け替える展覧会に便利な吊り金具です。

ひも吊り用調整フック 大型用ワイヤー吊

材質：〈フック〉スチールメッキ･
 アルミ･ナイロン
入数：１袋１組（２ヶ）入
パッケージ（40）→P.83
安全荷重： ７kg 

注文品番　M-5042
価格（税抜）　¥450
JAN　807262

材質：〈フック〉スチールメッキ･ステンレス
入数：１袋１組（２ヶ）入
パッケージ（49）→P.83
安全荷重： 100kg 
※ 100kgに耐えられる壁か下地に掛けてください。

注文品番　M-5044
価格（税抜）　¥1,200
JAN　807330
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■取付方法

①  額の吊具に調整フックを取り付けます。
壁パッドを、裏の紙をはがして、額下部の
（壁に当たる）角に貼り付けてください。

吊具
壁パッド

②  額を設置したい壁に壁用フック等（別
途ご購入ください）を2ヶ取り付けま
す。額を壁用フックに掛け、額の傾き
を確認し、高さを調節します。

■取付方法

①  額の吊具に大型用ワイヤー吊を取り
付けます。

吊具

②  額を設置したい壁に壁用フック等（別
途ご購入ください）を2ヶ取り付けて本
体のループ部を引掛けて吊ります。

ループ部

大型の額縁などを掛けるためのワイヤー吊りです。長さ調整ができるひも吊りフックです。

ワイヤーフック用ＢＯＸ吊　適応：ループワイヤー吊10・レール10セット

材質：〈吊り金具〉スチールメッキ　
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
入数：１袋１組（２ヶ）入
パッケージ（47）→P.83
安全荷重： ５kg 

40mm

注文品番　M-5035
価格（税抜）　¥2,000
JAN　807248

材質：〈吊り金具〉スチールメッキ　
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
入数：１袋１組（２ヶ）入
パッケージ（47）→P.83
安全荷重： ５kg 

65mm

注文品番　M-5036
価格（税抜）　¥2,500
JAN　807255
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■取付方法

ーム

ネジ
BOX吊

ドライバー

①  BOX吊をBOXの裏面に取
り付けます。

②  適応ワイヤーのフックを引掛
けます。

ワイヤーフック

③  BOXをワイヤーで壁面に吊り下げ、
　左右の傾きを調整します。

アルミBOXの場合

短ネジをご使用ください。

木製BOXの場合

長ネジをご使用ください。厚みのある額縁をワイヤーで吊る金具です。重心を変えることで前倒れを防ぎます。

額縁に取り付ける吊り金具です。

額
用
品
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額装用品

お気に入りやコレクションなどを額装する便利パーツです。

ユニフォームを飾るハンガーや皿ホルダーを揃えています。

ユニフォームハンガーセット 

材質：スチールメッキ
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（48）→P.83
安全荷重： ３kg 

注文品番　M-737
価格（税抜）　¥2,000
JAN　804391

25 540

17
0

ビス

フック

ナット

スリーブ

バネ

①  穴をあけた裏板にビスを差し込み、裏面から
ナットで固定します。

②  バネとフックの間にハンガーをカチッとはめ
こみます。

■取付方法

ハンガーを簡単に掛けたり外したりできます。

自在ハンガー

材質：アルミ･ステンレス
付属品：ドリルネジ
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（49）→P.83
※ハンガー幅33～55cm

注文品番　M-5028
価格（税抜）　¥1,600
JAN　807170

■取付方法

ツマミを緩めてハンガーを伸ばすことで
ハンガー幅33～55cmまでサイズ調節
できます。

白ナット

掛金具

裏板に取り付けた掛金具にハンガーを差し込み白ナットで固定します。

14 25 8

14

10

330～550 50～
81

服のサイズに合わせてハンガーの幅を調整できます。

皿ホルダー 

材質：ステンレス･フェルト･スチールメッキ
付属品：ドリルネジ
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（50）→P.83
※皿の直径
M-5020 16～30cm程度／M-5021 27～42cm程度

16-30

注文品番　M-5020
価格（税抜）　¥1,400
JAN　807095

20
9

14
5～
25
5

150～295
60

8

8

7

8

8

7

27-42

注文品番　M-5021
価格（税抜）　¥2,800
JAN　807101
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■取付方法

ナット

皿ホルダー

皿をセットし、本体アームのネジを
ドライバーでしっかり締めます。
皿ホルダーを穴をあけた裏板に
ナットを使って取り付けます。

皿を傷つけることなく簡単にしっかり固定できます。

ハンギングバー 

材質：スチールメッキ
付属品：ドリルネジ
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（50）→P.83

注文品番　M-5029
価格（税抜）　¥1,400
JAN　807187

120 12

17 24

■取付方法

ナット

パイプ

安全ピン
（裏側）

ハンギングバーの差し込み部分にパイプを入れ、穴
をあけた裏板の裏側からナットで固定します。ハンギ
ングバーにメダルをかけてリボンの長さを調整し、裏
側から安全ピンで固定します。メダルを簡単にセットできます。

額
用
品

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。　　 SY 49



額用品

額装用品

お気に入りやコレクションなどを額装する便利パーツです。

小物を置く棚セットや作品止め金具などを揃えています。

布張りバー 
300×300mm

注文品番　M-5026
価格（税抜）　¥1,500
JAN　807156

材質：PPハッポー･樹脂･ゴム
入数：１袋１セット入
パッケージ：M-5026（吊り下げ袋）、M-5027（ポリ袋）→P.82
※布の厚み0.5mm程度
　（スカーフ～薄いカーテン生地等）

450×450mm

注文品番　M-5027
価格（税抜）　¥1,800
JAN　807163

10
.5
5.
5

Φ4.5

14.5

■取付方法

①  バーを貼った本体に
布を巻きこみます。布
の端をバーにチューブ
と一緒に押し込み四
方を固定します。

布

裏面面面裏

チューブ

②  裏板にスペーサーを取
り付けシールの剥離紙
をはがしてその上に本
体をセットします。ネジを
しっかり締めて本体を
固定します。

ネジ

スペーサー

布などをパネル風に仕立てることができます。

棚セット

材質：アクリル･ステンレス
付属品：ドリルネジ
入数：１袋１セット入
パッケージ（49）→P.83
安全荷重： 800g 

58×300mm

注文品番　M-5022
価格（税抜）　¥1,500
JAN　807118

90×300mm

注文品番　M-5024
価格（税抜）　¥1,700
JAN　807132

58×450mm

注文品番　M-5023
価格（税抜）　¥1,700
JAN　807125

90×450mm

注文品番　M-5025
価格（税抜）　¥1,900
JAN　807149

■取付方法

ネジ

ナット

アクリル棚

受け金具

穴をあけた裏板に受け金具をネジとナットで固定します。
受け金具の上に透明アクリルをセットします。

5315

30
M-5022, M-5023

8515

30

M-5024, M-5025

800gまで飾れるしっかり棚です。

棚セット
50×200ｍｍ

材質：アクリル･樹脂･真鍮
入数：１袋１セット入
パッケージ（49）→P.83
安全荷重： 300g 

90×200ｍｍ

注文品番　M-5004
価格（税抜）　¥1,600
JAN　805572

注文品番　M-5005
価格（税抜）　¥1,800
JAN　805589

50×400ｍｍ

注文品番　M-5006
価格（税抜）　¥2,000
JAN　805596

90×400ｍｍ

注文品番　M-5007
価格（税抜）　¥2,200
JAN　805602

■取付方法

止め金具

ビス

ワッシャー

アクリル棚

穴をあけた裏板に止め金具を差し込み、裏面からビスにて
固定し、アクリル棚をセットします。

5510.7

20

M-5004, M-5006

9510.7

20

M-5005, M-5007

ガラス色の棚板でオシャレです。

額
用
品
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額装用品

クリア作品止め 
厚さ９～17mm

注文品番　M-5001
価格（税抜）　¥600
JAN　805541

厚さ17～25mm

注文品番　M-5002
価格（税抜）　¥760
JAN　805558

材質：樹脂･スチールメッキ
入数：１袋４ヶ入
パッケージ（50）→P.83
安全荷重： １kg （下部に４ヶ使用の場合）

厚さ25～31mm

注文品番　M-5003
価格（税抜）　¥860
JAN　805565

9～1710.7

20

17～2510.7

20

25～3110.7

20
作品止め部

クリアナット

ナット

裏板

穴をあけた裏板にクリアナットとナッ
トでボードを挟み込んで固定します。

■取付方法

厚み調整ができるので立体物に合わせて固定できます。

チェーンホルダー 

②  ナットとネジで吊金
具を穴をあけた裏
板に固定します。

材質：真鍮･スチールメッキ
付属品：ドリルネジ
入数：１袋20cm・30cmチェーン各１本入
パッケージ（50）→P.83

注文品番　M-5030
価格（税抜）　¥400
JAN　807194

吊金具

チェチ ーンン

①  吊金具をチェーンに通
して、お持ちのフィギュ
アや小物をチェーンでま
き、固定します。

ナット

裏板

ネジ

■取付方法

フィギュアなどの小物固定用です。

固定アルミ金具 

材質：アルミ塗装･両面テープ
入数：１袋５ヶ入
パッケージ（50）→P.83

巾３mm

注文品番　M-5017
価格（税抜）　¥380
JAN　805701

巾６mm

材質：アルミ塗装･両面テープ
入数：１袋５ヶ入
パッケージ（50）→P.83

注文品番　M-5018
価格（税抜）　¥490
JAN　805718

■取付方法
①  裏面のシールをはがしてボード
等に位置を決め貼り付けます。

②  立体物の位置を決めて作品止
め部を折り曲げ固定します。

※折り曲げは2回程度までとしてください。
   （繰り返すと破損する場合があります。）

36

5.
5

16

厚み0.5mm

33.5

3.
3

9

厚み0.5mm

造花などの固定に便利です。

丸型両面テープ 長方形両面テープ 

材質：両面テープ
入数：１袋10ヶ入
パッケージ（50）→P.83

φ12mm

注文品番　M-5016
価格（税抜）　¥210
JAN　805695

材質：両面テープ
入数：１袋12ヶ入
パッケージ（50）→P.83

３×30mm

注文品番　M-5014
価格（税抜）　¥240
JAN　805671

５×30mm

注文品番　M-5015
価格（税抜）　¥270
JAN　805688

造花など小ピースをさりげなく固定できます。

造花などの固定に便利です。造花などの固定に便利です。

額
用
品

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。　　 SY 51



額用品

額装用品

お気に入りやコレクションなどを額装する便利パーツです。

便利に使える部品をいろいろご用意しています。

２ＷＡＹクリアピン 丸玉ピン 頭付太ピン 

材質：樹脂･ステンレス
入数：１袋10本入
パッケージ（52）→P.84

注文品番　M-5009
価格（税抜）　¥250
JAN　805626

材質：スチールメッキ
入数：１袋10本入
パッケージ（52）→P.84

注文品番　M-5008
価格（税抜）　¥250
JAN　805619

6

18

5

30材質：樹脂･ステンレス
入数：１袋４ヶ入
パッケージ（51）→P.84

注文品番　M-458
価格（税抜）　¥340
JAN　802229

12

23

10713

■取付方法

ピンの手前にカードを
セットしてください。

（穴をあけずに飾れます。）

カード、写真等の薄物を飾る時

ピンの奥側にＣＤを
セットしてください。

ＣＤ等の厚物を飾る時

カードやCDを固定できます。

掲示板や木部、石こうボードに付けるピンシリーズです。

丸玉マグネット クリアマグネット 円柱マグネット 

材質：ネオジム磁石
入数：１袋４ヶ入
パッケージ（52）→P.84

注文品番　M-5012
価格（税抜）　¥370
JAN　805657

4

4

材質：樹脂･ネオジム磁石
入数：１袋４ヶ入
パッケージ（52）→P.84

注文品番　M-5010
価格（税抜）　¥350
JAN　805633

11

16 材質：ネオジム磁石
入数：１袋４ヶ入
パッケージ（52）→P.84

注文品番　M-5011
価格（税抜）　¥370
JAN　805640 5

5

Ｌ型台紙 

材質：ボール紙
入数：１シート20ヶ入
パッケージ（53）→P.84

材質：紙マット・段ボールシート
入数：１袋１枚入
パッケージ（54）→P.84

注文品番　M-738
価格（税抜）　¥600
JAN　804322

６

46

厚み 2mm

フィルモプラスト強弱両面シール 

材質：中性紙粘着テープ
テープ長さ：20mm×50m
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（ポリ袋）→P.82

注文品番　M-713
価格（税抜）　¥3,600
JAN　801659

材質：両面シール
入数：１袋18ヶ入
パッケージ（50）→P.83

注文品番　M-714
価格（税抜）　¥150
JAN　802038

26

■取付方法
フィルモプラスト

マットマットマットマットマット

作品裏面

作品にダメージを与えない
中性の糊のテープです。

作品裏面

作品貼付側

コレクションを痛めにく
い弱い粘着と固定に適
した強い粘着を合わせ
たシールです。

■取付方法

色紙
麻紙ボード
など
厚みのある
作品

■取付方法

シートからＬ型台紙を取り外し、裏面の剥離紙をはがして、
のり面を作品がズレないように、四隅に貼り付けます。 

ズレ防止のコーナーシールです。

額縁マットＷ 
適用作品サイズ 適応額サイズ

M-720 はがき・ポストカード インチ判
（203×254）M-721 写真2L・キャビネ

M-722 写真8切 八ツ切
（241×302）M-723 B5・写真6切

M-724 A4・写真W6切 八〇
（287×378）M-725 写真4切

M-726 半紙・4F 四ツ切
（347×423）M-727 B4・写真W4切

M-728 画用紙8切・賞状八二 大衣
（393×508）M-729 A3

注文品番 品　　　名 価格（税抜） 窓抜サイズ（mm） JAN

M-720 額縁マットW はがき／インチ判 ¥350   90×140 804087
M-721 額縁マットW キャビネ／インチ判 ¥350 110×155 804094
M-722 額縁マットW 写真8切／八ツ ¥450 155×200 804100
M-723 額縁マットW B5／八ツ ¥450 170×240 804117
M-724 額縁マットW A4／八〇 ¥600 190×280 804124
M-725 額縁マットW 写真4切／八〇 ¥600 230×285 804131
M-726 額縁マットW 半紙／四ツ ¥800 220×310 804148
M-727 額縁マットW B4／四ツ ¥800 240×340 804155
M-728 額縁マットW 画用紙8切／大衣 ¥850 240×360 804162
M-729 額縁マットW A3／大衣 ¥850 280×400 804179

クリームマット（WA21）を
マット窓抜き加工した額装マットです。

警告
ネオジム磁石商品M-5010、M-5011、M-5012の取
り扱いについて
ネオジム磁石は磁力が強力なため、下記に注意してく
ださい。
ネオジム磁石を誤飲すると大変危険です。子供の手
の届く場所に置かないでください。万が一誤飲した
場合は、医師の診断を受け指示に従ってください。
ペースメーカーなどの電子医療機器を装着した人、お
よびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは、
機器の正常な動作を損なう可能性もあり、大変危険で
す。ご注意ください。

携帯電話やスマートフォン・CD・パソコン・磁気カー
ド・時計など、磁気の影響を受けやすいものを近づけ
ないでください。

額
用
品

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。　　  SY52



額用品

扇型スタンド 丸型スタンド

材質：〈スタンド〉スチールメッキ
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
対応サイズ：八〇・A3まで
付属品：４×８ネジ・３×８ネジ
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（55）→P.84

注文品番　M-205
価格（税抜）　¥450
JAN　800782

58

58

9

15
3

ネジでプレートを取り付けてスタンド棒をまわして固定します。 プレートを差し込みスタンド棒をまわして固定します。

材質：〈スタンド〉スチールメッキ
対応サイズ：八ツ切・A4まで
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（55）→P.84

注文品番　M-206
価格（税抜）　¥400
JAN　800799

45

30

9

11
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壁保護パッド コーナー保護パッド エレクリーン クレモナ紐 

材質：ゴム
入数：１袋４ヶ入
パッケージ（52）→P.84

注文品番　M-711
価格（税抜）　¥100
JAN　801635 12

12

材質：ビニール
入数：１袋４ヶ入
パッケージ（吊り下げケース）→P.82

注文品番　M-937
価格（税抜）　¥500
JAN　803875

17 17

15 材質：静電防止剤
内容量：200ml
入数：１本
パッケージ（シュリンクパック）

注文品番　M-712
価格（税抜）　¥1,000
JAN　801642

フレームの裏面の角につけて壁を保護します。 額縁のコーナーを保護します。 アクリルのクリーナーです。 額縁の吊りひもです。

材質：ビニロン
入数：１袋１本入
パッケージ（52）→P.84

注文品番 価格（税抜） 長さ JAN

M-709 ¥100 1m 801611
M-710 ¥200 2m 801628

ワンタッチスタンド 
110mm

材質：〈スタンド〉スチールメッキ･樹脂
対応サイズ：インチ判・B5程度
足の長さ：110mm
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（55）→P.84

注文品番　M-202
価格（税抜）　¥450
JAN　800751

50

13
0

160mm

材質：〈スタンド〉スチールメッキ･樹脂
対応サイズ：八ツ切・A4程度
足の長さ：160mm
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（55）→P.84

注文品番　M-203
価格（税抜）　¥500
JAN　800768

50

18
0

220mm

材質：〈スタンド〉スチールメッキ･樹脂
対応サイズ：八〇・B4・A3程度
足の長さ：220mm
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（55）→P.84

注文品番　M-204
価格（税抜）　¥600
JAN　800775

50

24
0

パネルや額縁の裏側に両面テープで固定します。

材質：アルミ･PET･アルミ複合板･
　　　スチールメッキ
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（56）→P.84

注文品番　M-209
価格（税抜）　¥1,700
JAN　805411

材質：アルミ･PET･アルミ複合板･
　　　スチールメッキ
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（56）→P.84

注文品番　M-210
価格（税抜）　¥1,900
JAN　805428

材質：アルミ･PET･アルミ複合板･
　　　スチールメッキ
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（56）→P.84

注文品番　M-211
価格（税抜）　¥2,600
JAN　805435

受け 受け 受け 受け

■セット方法

裏面の左右2か所の穴から指を差し込み、
透明板を受けから外します。

ＰＯＰスタンド 
サークル

材質：樹脂･スチールメッキ
対応サイズ：A6まで
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（56）→P.84

注文品番　M-207
価格（税抜）　¥1,700
JAN　805398

材質：樹脂･スチールメッキ
対応サイズ：A5まで
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（56）→P.84

デルタ
注文品番　M-208
価格（税抜）　¥1,700
JAN　805404
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マウント　B5ヨコ マウント　A4ヨコ マウント　A3ヨコ

POP（A５）は
付属しません。

POP（A７）は
付属しません。

クランプ式の卓上POPスタンドです。

透明板ではさみ込み簡単にセットできます。

額
用
品

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。　　 SY 53



額用品

インテリアスタンド

絵皿やCD、小型のパネルなどをディスプレイするインテリアスタンドです。

用途や好みに合わせて選べるようにバリエーションを揃えています。

スライド スライド　L 

材質：スチールメッキ
対応サイズ：A5・B5　高さ25cm程度
重量：100g
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（57）→P.84

注文品番　M-200
価格（税抜）　¥800
JAN　800737

材質：スチールメッキ
対応サイズ：A4　高さ30cm程度
重量：100g
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（57）→P.84

注文品番　M-201
価格（税抜）　¥900
JAN　800744
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シンプルな線スタンドです。 シンプルな線スタンドです。

ツイン カスタネット アーチトップ 

材質：MDF･スチールメッキ･真鍮
対応サイズ：高さ35cm程度
重量：150g
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（57）→P.84

注文品番　M-255
価格（税抜）　¥1,900
JAN　802205

材質：スチールメッキ･木塗装
対応サイズ：高さ30cm程度
　　　　　　皿たて15～25cmまで
重量：55g
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（57）→P.84

注文品番　M-260
価格（税抜）　¥1,500
JAN　802823
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材質：スチールメッキ･MDF塗装
対応サイズ：高さ35cm程度
重量：147g
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（57）→P.84

注文品番　M-253
価格（税抜）　¥1,900
JAN　802182
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木目のアーチがオシャレです。
スチールスタンドの挿入程度で受けの範囲が変えられます。

木目のアクセントがオシャレです。 木目の台がオシャレです。

ハーフムーン　C ハーフムーン　BR アクア 
C（クリア） BR（ブラウン）

材質：スチールメッキ･
 アクリル･真鍮
対応サイズ：高さ30cm程度
重量：67g
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（57）→P.84

注文品番　M-251
価格（税抜）　¥1,200
JAN　802168

材質：アクリル･スチールメッキ
対応サイズ：高さ35cm程度
　　　　　　皿たて15～30cmまで
重量：230g
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（57）→P.84

注文品番　M-258
価格（税抜）　¥2,500
JAN　802809

材質：スチールメッキ･
 木塗装･真鍮
対応サイズ：高さ30cm程度
重量：62g
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（57）→P.84

注文品番　M-252
価格（税抜）　¥1,200
JAN　802175
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すっきりしたクリアスタンドです。
スチール棒を逆に差しかえると角度を変えられます。

すっきりしたクリアスタンドです。 木目のアクセントアーチがオシャレです。

額
用
品

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。　　 SY54



インテリアスタンド

イーゼル　セピア 

材質：木塗装
対応サイズ：A3・4F
　　　　　　パネル厚54mmまで
重量：1.1kg
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（59）→P.84

注文品番　M-564
価格（税抜）　¥3,800
JAN　800492

イーゼル　ナチュラル

材質：木塗装
対応サイズ：A3・4F
　　　　　　パネル厚54mmまで
重量：1.1kg
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（59）→P.84

注文品番　M-563
価格（税抜）　¥3,800
JAN　800485
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イーゼルのミニタイプです。 イーゼルのミニタイプです。

スリム ライン ラージライン 

材質：スチールメッキ･木塗装
対応サイズ：高さ25～50cm程度
　　　　　　皿たて25～40cmまで
重量：310g
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（57）→P.84

注文品番　M-257
価格（税抜）　¥2,500
JAN　802793
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材質：スチールメッキ･木塗装
対応サイズ：高さ30cm程度
　　　　　　皿たて15～25cmまで
重量：135g
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（57）→P.84

注文品番　M-254
価格（税抜）　¥1,900
JAN　802199
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材質：スチールメッキ
対応サイズ：高さ30cm程度
　　　　　　皿たて15～25cmまで
重量：100g
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（57）→P.84

注文品番　M-259
価格（税抜）　¥1,200
JAN　802816
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シンプルなスリムスタンドです。 木目のアクセントがオシャレです。 木目のアクセントがオシャレです。

フォルテ アーチ ラージアーチ

材質：スチールメッキ
対応サイズ：高さ35cm程度
重量：200g
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（57）→P.84

注文品番　M-559
価格（税抜）　¥1,500
JAN　800324

材質：スチールメッキ
対応サイズ：高さ45cm程度
重量：700g
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（57）→P.84

注文品番　M-560
価格（税抜）　¥2,800
JAN　800331

材質：木塗装･スチールメッキ
対応サイズ：高さ35cm程度
　　　　　　皿たて20～35cm×５cm
　　　　　　厚みまで
重量：425g
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（58）→P.84

注文品番　M-256
価格（税抜）　¥3,800
JAN　802212
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固定できるしっかりタイプです。
すべり止めを逆に差しかえると受けの範囲が変えられます。

シンプルな線スタンドです。 シンプルなラージタイプの線スタンドです。

額
用
品

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。　　 SY 55
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