
イベント・集客・販促用
ツールカタログ



Sign & Display

収納時

02 ※商品デザインはイメージになります。実際の商品とは質感等が若干異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

サっと組み立て＋パパッと収納。 布地タイプなので持ち運びもラクラク。

マジックテープタイプバックバナースタンド 組 立

※予告なく仕様変更する場合がございます。

標準
セット内容

骨組み本体：1台
マジックテープ

メディア：1枚

収納バッグ

持ち運びに
便利です
持ち運びに
便利です

※予告なく仕様変更する場合がございます。

※サイドカバー付きのタイプもあります。

■仕様

【サイズ】
本体：
W2260mm×H2260mm×D295mm
【素材】生地：スエード、マジックテープ付

フレーム：アルミ＋プラスチック
【重量】7kg
収納バッグ付セット価格

幕のみご注文の場合

99,000円（税別）

※予告なく仕様変更する場合がございます。

防炎加工あり

44,000円（税別）防炎加工あり

■仕様

【サイズ】
本体：
W3000mm×H2260mm×D300mm
【素材】生地：スエード、マジックテープ付

フレーム：アルミ＋プラスチック
【重量】11kg
収納バッグ付セット価格

幕のみご注文の場合

116,000円（税別）

※予告なく仕様変更する場合がございます。

防炎加工あり

52,000円（税別）防炎加工あり

フレームのみご注文の場合

55,000円（税別）収納バッグ付

フレームのみご注文の場合

64,000円（税別）収納バッグ付
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ロールスクリーンバナー　
価格重視の定番タイプ ワイドサイズのスグレモノ

標準セット内容

本体：1台

収納袋付

バナー：1枚
（サイズ：W850mm×H2000mm）

バナーを取り付けた状態で
納品いたします

標準セット内容

本体：1台

収納袋付

バナー：1枚
（サイズ：W1200mm×H2000mm）

バナーを取り付けた状態で
納品いたします

組 立

組み立てパーツ 組み立てパーツ

870mm

2020mm

306mm

※裏面

1220mm

2020mm

306mm

※裏面

ロールスクリーン標準タイプ

■仕様

【サイズ】
本体：W870mm×H2020mm×D306mm
バナーサイズ：W850mm×H2000mm
【素材】バナー：合成紙＋表面ラミネート

フレーム：アルミ・樹脂
【重量】2.1kg

25,000円（税別）

ロールスクリーン幅広タイプ

■仕様

【サイズ】
本体：W1220mm×H2020mm×D306mm
バナーサイズ：W1200mm×H2000mm
【素材】バナー：合成紙＋表面ラミネート

フレーム：アルミ・樹脂
【重量】5.4kg

42,000円（税別）
※予告なく仕様変更する場合がございます。 ※予告なく仕様変更する場合がございます。

14,000円（税別）幕のみの取替も承ります 16,000円（税別）幕のみの取替も承ります

スクリーンを
引っ張り出すだけ

スクリーンを
引っ張り出すだけ

印刷なしで

投影用の

スクリーン
として

使用するこ
とも

できます
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Sign & Display

折りたためるので持ち運びもラクラク。両面使用できて設置場所も自由自在。

スタンドポップ

■仕様

【サイズ】
本体：W470mm×H1610mm（組立時）

W489mm×H1610mm×2面（展開時）
【素材】本体：ニューDV♯7 脚部：コートボール♯7合紙

表面ラミネート加工

1台　14,000円（税別）
【サイズ】
本体：W470mm×H2000mm（組立時）

W489mm×H2000mm×2面（展開時）
【素材】本体：ニューDV♯7 脚部：コートボール♯7合紙

表面ラミネート加工

1台　18,000円（税別）

スタンドポップ　

2000mm

※入稿に際してはテンプレートデータをご使用ください。

特大サイズ

通常サイズ

特大サイズ

中は空洞に
なっています

折りたたんで
持ち運び
できます

組立て式の脚に
差し込むだけ

バネ

point1

point3

point2
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イベント会場で注目度抜群の等身パネルスタンド。1台からご注文承ります。

■仕様

【サイズ】
本体：W900mm×H1800mm以内
本体：スチレンボード・片面印刷・
バックスタンド段ボール

21,000円（税別）

※裏面

等身パネルスタンド

全種類、無料で顔はめパネルにすることもできます。

運賃節約のため無料で２つ折に加工いたします。

オプション

感染対策やセルフレジコーナーへの誘導に。
床用清掃機のブラシで擦っても大丈夫です。

フロアシートステッカー

■仕様

【屋内用】
塩ビ糊付きシート（再剝離タイプ）、インクジェットプリント
カラー印刷、表面床用ラミネートフィルム加工　※施工費別途

300mm×300mm 2,500円1枚

1台

（税別）



1枚からご注文いただけます。

のぼり/タペストリー

06 ※商品デザインはイメージになります。実際の商品とは質感等が若干異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■仕様　
【サイズ】　600×1800、450×1800

【素材】生地：ポン地（周囲ヒートカット）※防炎加工なし

チチ付き

1枚　

1枚　 1枚　

2,500円（税別）

のぼり用注水台
【サイズ】差込筒口（内寸直径）22mm
タンク高さH260mm、
タンク（縦横）W350mm
【素材】PE/ABS樹脂
【重量】1kg（満水時約11L）
差込みネジ式

1個　2,200円（税別）

のぼり用ポール
【サイズ】全長1.6～3m（伸縮式）、上部直径19mm、下部直径22mm
【素材】ポリプロピレン　【重量】0.7kg

1本　650円（税別）

Sign & Display

5枚　2,300円（税別）
10枚　1,500円（税別）

50枚　1,300円（税別）

※100枚以上別途お見積もり
※防炎加工は1枚あたり350円増し

100枚　1,100円（税別）

屋内用：トロマット生地 屋外用：ターポリン生地

■仕様

ロープ1本、アルミパイプ2本付（直径18mm・全長1800mm)
ロープ・アルミパイプ付き

■仕様

【サイズ】本体：W1800mm×H1200mm
【素　材】ターポリン（上下袋加工）

19,000円（税別）

【サイズ】本体：W900mm×H1800mm
【素　材】防炎トロマット（上下袋加工）

ロープ1本、アルミパイプ2本付（直径18mm・全長900mm)
ロープ・アルミパイプ付き

13,000円（税別）
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ミニのぼり

【サイズ】 【サイズ】
本体：W85mm×H255mm

【素材】コート紙135kg 両面プリント
　　　チチ：布製

1枚～　 750円（税別）

クリップタイプスタンドタイプ

本体：W90mm×H270mm
【素材】コート紙135kg 両面プリント
　　　チチ：布製

1枚～ 800円（税別）

【サイズ】
スタンドタイプ

本体：W90mm×H270mm
【素材】ポンジ　片面プリント
　　　チチ：布製

1枚～ 1,500
1,300

円（税別）

50枚～　650円（税別） 50枚～　700円（税別） 50枚～　　 円（税別）

紙タイプ 布タイプ

スイングポップ

【サイズ】
本体：直径70mm

【素材】コート紙135kg 片面プリント

50枚～　150円（税別）

【サイズ】
本体：直径100mm

【素材】コート紙135kg 片面プリント

50枚～　180円（税別）

紙タイプ
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Sign & Display

テーブルクロス
足下の荷物をかくしてすっきり展示。

パイプ椅子の背もたれが
スッポリ入る幅広タイプ。
しかもリバーシブル!!

椅子カバー

■仕様
【サイズ】 W3200mm×H1800mm 【素材】トロピカル（四方三巻縫製）

1枚　25,000円（税別）
1枚　22,000円（税別）

■仕様
【サイズ】

表前側

裏前側

W530mm×H640mm
【素材】トロマット（防炎加工なし）

1枚　4,500円（税別）
【素材】トロマット（防炎加工あり）

1枚　5,500円（税別）

防炎タイプ

防炎加工なし

【サイズ】 W3200mm×H1400mm 【素材】トロピカル（四方三巻縫製）

1枚　24,000円（税別）
1枚　20,000円（税別）

防炎タイプ

防炎加工なし

※1枚ものなのでつなぎ目がありません。

※ご注文の際はテンプレートデータをご使用ください。

1800mm

3200mm

※テーブルクロスを広げた状態

1400mm

3200mm

※テーブルクロスを広げた状態



卓上ポップ／パネル

卓上パネルスタンド

ポケット付きパネル

■仕様

【サイズ】
W210mm×H297mm（A4）
【素材】紙製＋パネル貼り
紙製バックスタンド付 紙製バックスタンド付

1枚　700円（税別）

ポップパネルスタンド

■仕様

【サイズ】
本体サイズ：W257mm×H369mm（B4以内）
【素材】紙製＋パネル貼り＋フリーカット

1枚　850円（税別）

紙製バックスタンド、差し替え用カード付

■仕様

【サイズ】
本体サイズ：W257mm×H364mm（B4以内）
【素材】紙製＋パネル貼り＋フリーカット　ビニールポケット

1枚　2,500円（税別）

パネルポップ

Sign & Display

※商品デザインはイメージになります。実際の商品とは質感等が若干異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※うら面※うら面
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Sign & Display

※商品デザインはイメージになります。実際の商品とは質感等が若干異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

イベント用サイン

タワーサイン アーチサイン

■仕様 ■仕様
【サイズ】
本体：W450mm×H2250mm

【素材】積層ダンボール（エコパネル）
組立式　450×450　20枚

1台　85,000円（税別）

 

複数台ご注文の場合、別途お見積もり

【サイズ】
本体：W3200mm×H900mm

【素材】スチレンパネル＋インクジェットシート貼り
片面印刷

1枚　25,000円（税別）

陳列什器　Re-board製品 レプリカ製作

■仕様 ■仕様
【サイズ】
本体：W570mm×D380×H1300mm

【素材】積層ダンボール（エコパネル）

サイズ・数量により変動します。

組立式

1台　55,000円（税別）

 

【サイズ】
本体：W225mm×D225×H760mm

【素材】ダンボール Eフルート　2mm厚
インクジェットシート貼り＋ラミネート

1個　25,000円（税別）
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ご予算、数量に合わせてご提案いたします。ノベルティ
LEDキーホルダー
スイッチオンで点灯　赤・緑・紫に色変化　電池式

サイコロキャラメル
オリジナルパッケージのサイコロキャラメルを120個から承り

スリーブパッケージ

ステッカー
糊残りしない再剥離タイプのステッカー

アクリルスタンド・フィギュア
人気のアクリルスタンド　１個から大量生産まで

一合升（いちごうます）
レーザー彫刻で焼印のような仕上がり

木札
自然の木の風合いを生かした木製のキーホルダー

うちわ
低予算でたくさん作れる夏のノベルティの定番品

コースター（紙製）
厚さ1mmの紙製コースターは100枚から承り

アドベントカレンダー
アクリルプレートの卓上式カレンダー

缶バッジ・缶ミラー
低予算でそこそこ作れるコスパの良いノベルティ

クリアファイル
もらって喜ばれるノベルティの定番アイテム

光るボールペン
アウトドアや夜間の作業で大活躍

アクリルキーホルダー
記念品やキャラクターグッズの定番アイテム

うちわ うちわ

うちわ


