
2mmアクリル

吊り金具 裏板押さえ

鎌型 ジャンボスラット

仕 様 基本仕様 ADN

V-29

上品でモダンなイメージに

フレーム色 ：ステン（S）
面金色 ：ステン（S）

フレ ー ム：アルミ
透 明 板：2ｍｍアクリル
厚み調整：白ボール紙・ベニア
裏　　 板：3mmボード裏板

本　縁

マット色

CP シルバーパール

マット色：限定１色

作品ユトリ 作品カカリ 対応作品厚み
V-29 3ｍｍ 5.5ｍｍ 5.5ｍｍ

対応作品厚

V-29

仕 様

マット色：CPシルバーパール

規格サイズのみとなります※表記サイズのみとなります。

79GK

本
縁

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

色紙 ￥6,460
0F ￥5,100
SM ￥5,690
3F ￥6,750
4F ￥7,260
6F ￥8,950

8F・P ￥10,190
10F・P ￥12,040



45.5

37.5

1
9 4

27.5 2mmアクリル

21 6.5

吊り金具 裏板押さえ

Y吊り トンボ

マット色：NG西陣ゴールド

GV-26

古風で味わい深いイメージに

フレーム色 ：ホワイトゴールド（WHG）
面金色 ：ゴールド（G）

フレ ー ム：樹脂に転写
透 明 板：2mmアクリル
厚み調整：白ボール紙・ベニア
裏　　 板：3mmボード裏板

本　縁

色紙サイズには、I型厚み調整が付属します。

仕 様

GV-26 仕 様 マット色

NG 西陣ゴールド

マット色：限定１色

基本仕様 RDN

規格サイズのみとなります

作品ユトリ 作品カカリ 対応作品厚み
GV-26　色紙 3ｍｍ 6.5ｍｍ 5.5ｍｍ

GV-26　0F 〜 10Fまで 5ｍｍ 6.5ｍｍ 5.5ｍｍ

対応作品厚

※表記サイズのみとなります。

80 GK

本
縁

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

色紙 ￥5,680
0F ￥4,540
SM ￥5,050
3F ￥5,950
4F ￥6,470
6F ￥8,100

8F・P ￥9,080
10F・P ￥10,570



2862

52 21

4
2

2
0

2mmアクリル

7

裏板押さえ

H吊り

Y吊り

▼

吊り金具 

10号まで

12 〜 30号

GV-33

気品を感じる落ち着いたイメージに

フレーム色 ：シルバー（C）
面金色 ：ゴールド（G）

フレ ー ム：樹脂に転写／アルミ
透 明 板：2ｍｍアクリル
厚み調整：白ボール紙・ベニア・ハッポー
裏　　 板：３ｍｍボード裏板

フレーム色 ：ゴールド（G）
面金色 ：ゴールド（G）

GV-33

マット色：NG西陣ゴールド マット色：NG西陣ゴールド

P・Mサイズ（8P、10Pを除く）
3日後出荷

納期対応

作品ユトリ 作品カカリ 対応作品厚み
GV-33　色紙 3ｍｍ 7ｍｍ 23ｍｍ

GV-33　30号まで 5ｍｍ 7ｍｍ 23ｍｍ

対応作品厚

仕 様

マット色

NG 西陣ゴールド

マット色：限定１色

仕 様 基本仕様 RDN

規格サイズのみとなります

※F・P・Mは同価格。
※Sサイズはありません。

Fサイズ、８P、10P翌日出荷

81GK

本
縁

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

色紙 ￥6,930
0号 ￥5,570
SM ￥6,180
3号 ￥7,270
4号 ￥7,900
6号 ￥9,850
8号 ￥11,050
10号 ￥12,830

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

12号 ￥19,010
15号 ￥19,990
20号 ￥21,980
25号 ￥25,070
30号 ￥27,780
40号 −
50号 −
60号 −



6.5

2mmアクリル

Y吊り

吊り金具 裏板押さえ

マット色：CPシルバーパール マット色：GPゴールドパール

仕 様 マット色V-34 基本仕様 BDN マット色が選べます。

V-34

優しく、上品さあふれるイメージに

フレーム色 ：ステン（S）
面金色 ：ゴールド（G）

フレーム色 ：ライトステン（LS）
面金色 ：ゴールド（G）

フレ ー ム：アルミ
透 明 板：2ｍｍアクリル
厚み調整：白ボール紙・ベニア・ハッポー
裏　　 板：片面パネル裏板

作品ユトリ 作品カカリ 対応作品厚み
V-34　色紙 3ｍｍ 6.5ｍｍ 21ｍｍ

V-34　10号まで 5ｍｍ 6.5ｍｍ 21ｍｍ

対応作品厚

仕 様

本　縁

CP シルバーパール

マット色：限定２色

GP ゴールドパール

規格サイズのみとなります※F・P・Mは同価格。
※Sサイズはありません。

P・Mサイズ（8P、10Pを除く）
3日後出荷

納期対応
Fサイズ、８P、10P翌日出荷

82 GK

本
縁

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

色紙 ￥9,240
0号 ￥7,390
SM ￥8,210
3号 ￥9,680
4号 ￥10,440
6号 ￥12,840
8号 ￥14,570
10号 ￥17,070



2mmアクリル

H吊り

Y吊り

▼ ▼

吊り金具 

10号まで

裏板押さえ

20号まで

12 〜 30号 25 〜 30号

マット色：45Mグレーメッシュ マット色：47M象牙メッシュ

仕 様 マット色V-36 基本仕様 BDN

作品ユトリ 作品カカリ 対応作品厚み
V-36　色紙 3ｍｍ 7ｍｍ 22ｍｍ

V-36　30号まで 5ｍｍ 7ｍｍ 22ｍｍ

対応作品厚

マット色が選べます。

V-36

古風でスッキリとしたイメージに

フレーム色 ：ステン（S）
面金色 ：ステン（S）

フレーム色 ：ステン（S）
面金色 ：ステン（S）

フレ ー ム：アルミ
透 明 板：２ｍｍアクリル
厚み調整：白ボール紙・ベニア・ハッポー
裏　　 板：片面パネル裏板

仕 様 規格サイズのみとなります

４５M グレーメッシュ

マット色：限定２色

４７M 象牙メッシュ

※F・P・Mは同価格。
※Sサイズはありません。

P・Mサイズ（8P、10Pを除く）
3日後出荷

納期対応
Fサイズ、８P、10P翌日出荷

83GK

本
縁

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

色紙 ￥9,240
0号 ￥7,390
SM ￥8,210
3号 ￥9,680
4号 ￥10,440
6号 ￥12,840
8号 ￥14,570
10号 ￥17,070

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

12号 ￥23,950
15号 ￥25,230
20号 ￥27,820
25号 ￥31,190
30号 ￥34,620
40号 −
50号 −
60号 −



2mmアクリル

Y吊り

H吊り

▼ ▼

吊り金具 

10号まで

裏板押さえ

20号まで

12 〜 30号 25 〜 30号

４５M グレーメッシュ

マット色：限定２色

４７M 象牙メッシュ

仕 様 マット色
V-44

基本仕様 BDN

作品ユトリ 作品カカリ 対応作品厚み
V-44　色紙 3ｍｍ 7ｍｍ 22ｍｍ

V-44　30号まで 5ｍｍ 7ｍｍ 22ｍｍ

対応作品厚

マット色が選べます。

V-44

味わい深く優美なイメージに

フレーム色 ：ステン（S）
面金色 ：ステン（S）

フレーム色 ：ステン（S）
面金色 ：ステン（S）

フレ ー ム：アルミ
透 明 板：２ｍｍアクリル
厚み調整：白ボール紙・ベニア・ハッポー
裏　　 板：片面パネル裏板

仕 様

本　縁

マット色：45Mグレーメッシュ マット色：47M象牙メッシュ

規格サイズのみとなります

※F・P・Mは同価格。
※Sサイズはありません。

P・Mサイズ（8P、10Pを除く）
3日後出荷

納期対応
Fサイズ、８P、10P翌日出荷

84 GK

本
縁

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

色紙 ￥9,240
0号 ￥7,390
SM ￥8,210
3号 ￥9,680
4号 ￥10,440
6号 ￥12,840
8号 ￥14,570
10号 ￥17,070

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

12号 ￥23,950
15号 ￥25,230
20号 ￥27,820
25号 ￥31,190
30号 ￥34,620
40号 −
50号 −
60号 −



6.5

2mmアクリル

6.5

Y吊り

H吊り

▼ ▼

吊り金具 

10号まで

裏板押さえ

20号まで

12 〜 30号 25 〜 30号

マット色：CPシルバーパール マット色：GPゴールドパール

マット色GV-34

作品ユトリ 作品カカリ 対応作品厚み
GV-34　色紙 3ｍｍ 6.5ｍｍ 21ｍｍ

GV-34　10号まで 5ｍｍ 6.5ｍｍ 21ｍｍ

GV-34L　12 〜 30号 5ｍｍ 6.5ｍｍ 23ｍｍ

対応作品厚

マット色が選べます。

GV-34 ／ GV-34L

優雅で上品なイメージに

フレーム色 ：ステン（S）
面金色 ：ステン（S）

※GV-34Lは、ステン（S）1色となります。

フレーム色 ：ライトステン（LS）
面金色 ：ステン（S）

仕 様 基本仕様 RDN

フレ ー ム：アルミ
透 明 板：2ｍｍアクリル
厚み調整：白ボール紙・ベニア・ハッポー
裏　　 板：片面パネル裏板

仕 様 基本仕様 RDN

フレ ー ム：アルミ
透 明 板：２ｍｍアクリル
厚み調整：白ボール紙・ベニア・ハッポー
裏　　 板：片面パネル裏板

GV-34L

仕 様

CP シルバーパール

マット色：限定２色

GP ゴールドパール

規格サイズのみとなります

※F・P・Mは同価格。
※Sサイズはありません。

※F・P・Mは同価格。
※Sサイズはありません。

P・Mサイズ（8P、10Pを除く）
3日後出荷

納期対応
Fサイズ、８P、10P翌日出荷

85GK

本
縁

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

色紙 ￥10,070
0号 ￥8,070
SM ￥8,960
3号 ￥10,560
4号 ￥11,390
6号 ￥14,000
8号 ￥15,880
10号 ￥18,580

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

12号 ￥28,530
15号 ￥30,090
20号 ￥33,240
25号 ￥36,860
30号 ￥40,970
40号 −
50号 −
60号 −



22.5

5
3

12

D1B1

2
1

74
7.5

2mmアクリル

7.5

7.5

▼ ▼

吊り金具 

10号まで

裏板押さえ

20号まで

12 〜 100号 25 〜 100号
H吊り

Y吊り

４７ 象牙

マット色：45淡グレー マット色：47象牙

マット色

W-47

４５ 淡グレー

マット色：基本在庫マット色２色

作品ユトリ 作品カカリ 対応作品厚み
W-47　色紙 3ｍｍ 7.5ｍｍ 22ｍｍ

W-47　10号まで 5ｍｍ 7.5ｍｍ 22ｍｍ

W-47L　12 〜 60号 5ｍｍ 7.5ｍｍ 29ｍｍ

W-47L　80 〜 100号 5ｍｍ 7.5ｍｍ 50ｍｍ

対応作品厚

マット色が選べます。

W-47 ／ W-47L

伝統的な風格を感じるイメージに

フレーム色 ：ステン（S）
面金色 ：ステン（S）

フレーム色 ：ゴールド（G）
面金色  ：ゴールド（G）

仕 様 基本仕様 BDN

フレ ー ム：アルミ
透 明 板：2ｍｍアクリル
厚み調整：落しパネル
裏　　 板：片面パネル裏板

仕 様 基本仕様 BDN

フレ ー ム：アルミ
透 明 板：２ｍｍアクリル
厚み調整：落しパネル
裏　　 板：片面パネル裏板

仕 様 基本仕様 BDN

フレ ー ム：アルミ
透 明 板：３ｍｍアクリル
厚み調整：落しパネル
裏 板：両面パネル裏板

（作品部分に裏板は付きません）

仕 様

W-47L

額装生地見本よりお選び下さい。（P.94、P.95）

本　縁

特注サイズできます
W-47 ：10号サイズ相当迄
W-47L：100号サイズ相当迄

規格以外の商品は、お見積りいたします。

12～ 30号のFサイズ以外
全て3日後出荷

納期対応

在庫マット色以外は全て3日後出荷となります。
特注サイズ、特注仕様も3日後出荷となります。

在庫マット色の12号〜 30号のFサイズを除きます。
在庫マット色以外は全て3日後出荷となります。
特注サイズ、特注仕様も3日後出荷となります。

P・Mサイズ（8P、10Pを除く）
3日後出荷

W-47

W-47L

※F・P・Mは同価格。
※Sサイズは特注サイズ対応になります。

※F・P・Mは同価格。
※Sサイズは特注サイズ対応になります。

在庫マット色のFサイズ、
８P、10P翌日出荷

86 GK

本
縁

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

色紙 ￥13,410
0号 ￥10,810
SM ￥11,990
3号 ￥14,070
4号 ￥15,200
6号 ￥18,660
8号 ￥21,130
10号 ￥24,610

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

12号 ￥37,690
15号 ￥39,810
20号 ￥44,080
25号 ￥48,220
30号 ￥53,670
40号 ￥63,620
50号 ￥75,700
60号 ￥85,040

規格サイズ
3mm アクリル付

価格（税抜）

80F ￥123,380
80P ￥106,920
80M ￥106,920
100F ￥129,750
100P ￥129,750
100M ￥113,290



7.5

2mmアクリル

7.5

7.5

H吊り

Y吊り

▼ ▼

吊り金具 

10号まで

裏板押さえ

20号まで

12 〜 100号 25 〜 100号

マット色：45淡グレー

特注サイズできます
W-55 ：10号サイズ相当迄
W-55L：100号サイズ相当迄

規格以外の商品は、お見積りいたします。

12～ 30号のFサイズ以外
全て3日後出荷

納期対応

在庫マット色以外は全て3日後出荷となります。
特注サイズ、特注仕様も3日後出荷となります。

在庫マット色の12号〜 30号のFサイズを除きます。
在庫マット色以外は全て3日後出荷となります。
特注サイズ、特注仕様も3日後出荷となります。

P・Mサイズ（8P、10Pを除く）
3日後出荷

W-55

W-55L

マット色

W-55

４５ 淡グレー

マット色：基本在庫マット色２色

４７ 象牙

作品ユトリ 作品カカリ 対応作品厚み
W-55　色紙 3ｍｍ 7.5ｍｍ 22ｍｍ

W-55　10号まで 5ｍｍ 7.5ｍｍ 22ｍｍ

W-55L　12 〜 60号 5ｍｍ 7.5ｍｍ 29ｍｍ

W-55L　80 〜 100号 5ｍｍ 7.5ｍｍ 50ｍｍ

対応作品厚

マット色が選べます。

W-55 ／ W-55L

懐かしく情緒あるイメージに

フレーム色 ：ステン（S）
面金色 ：ステン（S）

仕 様 基本仕様 BDN

フレ ー ム：アルミ
透 明 板：2ｍｍアクリル
厚み調整：落しパネル
裏　　 板：片面パネル裏板

仕 様 基本仕様 BDN

フレ ー ム：アルミ
透 明 板：２ｍｍアクリル
厚み調整：落しパネル
裏　　 板：片面パネル裏板

仕 様 基本仕様 BDN

フレ ー ム：アルミ
透 明 板：３ｍｍアクリル
厚み調整：落しパネル
裏 板：両面パネル裏板

（作品部分に裏板は付きません）

仕 様

W-55L

額装生地見本よりお選び下さい。（P.94、P.95）

※F・P・Mは同価格。
※Sサイズは特注サイズ対応になります。

※F・P・Mは同価格。
※Sサイズは特注サイズ対応になります。

在庫マット色のFサイズ、
８P、10P翌日出荷

87GK

本
縁

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

色紙 ￥13,410
0号 ￥10,810
SM ￥11,990
3号 ￥14,070
4号 ￥15,200
6号 ￥18,660
8号 ￥21,130
10号 ￥24,610

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

12号 ￥37,690
15号 ￥39,810
20号 ￥44,080
25号 ￥48,220
30号 ￥53,670
40号 ￥63,620
50号 ￥75,700
60号 ￥85,040

規格サイズ
3mm アクリル付

価格（税抜）

80F ￥123,380
80P ￥106,920
80M ￥106,920
100F ￥129,750
100P ￥129,750
100M ￥113,290



22.5

5
3

12

R6D8

2mmアクリル

74
7.5

2
1

7.5

H吊り

Y吊り

▼ ▼

吊り金具 

10号まで

裏板押さえ

20号まで

12 〜 60号 25 〜 60号

マット色GW-41

ＮＳ 西陣ステン

マット色：限定２色

作品ユトリ 作品カカリ 対応作品厚み
GW-41　色紙 3ｍｍ 7.5ｍｍ 22ｍｍ

GW-41　10号まで 5ｍｍ 7.5ｍｍ 22ｍｍ

GW-41L　12 〜 60号 5ｍｍ 7.5ｍｍ 29ｍｍ

対応作品厚

マット色が選べます。

GW-41 ／ GW-41L

華やかで気品を感じるイメージに

フレーム色 ：パール（ＰＡ）
面金色 ：ステン（S）

フレーム色 ：パール（ＰＡ）
面金色 ：ゴールド（Ｇ）

仕 様 基本仕様 RDN

フレ ー ム：アルミにシート貼り
透 明 板：2ｍｍアクリル
厚み調整：落しパネル
裏　　 板：片面パネル裏板

仕 様 基本仕様 RDN

フレ ー ム：アルミにシート貼り
透 明 板：2ｍｍアクリル
厚み調整：落しパネル
裏　　 板：片面パネル裏板

仕 様

GW-41L

本　縁

マット色：NS西陣ステン マット色：NG西陣ゴールド

ＮＧ 西陣ゴールド

12～ 30号のFサイズ以外
全て3日後出荷

納期対応

特注サイズ、特注仕様も3日後出荷となります。

12号〜 30号のFサイズを除きます。
特注サイズ、特注仕様も3日後出荷となります。

P・Mサイズ（8P、10Pを除く）
3日後出荷

GW-41

GW-41L

特注サイズできます
GW-41 ：10号サイズ相当迄
GW-41L：60号サイズ相当迄

規格以外の商品は、お見積りいたします。

※F・P・Mは同価格。
※Sサイズは特注サイズ対応になります。

※F・P・Mは同価格。
※Sサイズは特注サイズ対応になります。

Fサイズ、８P、10P翌日出荷

88 GK

本
縁

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

色紙 ￥12,020
0号 ￥9,670
SM ￥10,730
3号 ￥12,610
4号 ￥13,610
6号 ￥16,720
8号 ￥18,940
10号 ￥22,100

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

12号 ￥33,820
15号 ￥35,700
20号 ￥39,490
25号 ￥43,410
30号 ￥48,290
40号 ￥57,300
50号 ￥68,120
60号 ￥76,600
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吊り金具 

10号まで

裏板押さえ

20号まで

12 〜 30号 25 〜 30号

マット色

GW-47

TC 塗装シルバー

マット色：限定１色

作品ユトリ 作品カカリ 対応作品厚み
GW-47　色紙 3ｍｍ 7.5ｍｍ 22ｍｍ

GW-47　10号まで 5ｍｍ 7.5ｍｍ 22ｍｍ

GW-47L　12 〜 30号 5ｍｍ 7.5ｍｍ 29ｍｍ

対応作品厚

GW-47 ／ GW-47L

美しく、力強い、豪華なイメージに

フレーム色 ：ステン（S）
面金色 ：ゴールド（Ｇ）

仕 様 基本仕様 RDN

フレ ー ム：アルミ
透 明 板：2ｍｍアクリル
厚み調整：落しパネル
裏　　 板：片面パネル裏板

仕 様 基本仕様 RDN

フレ ー ム：アルミ
透 明 板：２ｍｍアクリル
厚み調整：落しパネル
裏　　 板：片面パネル裏板

仕 様

GW-47L

マット色：TC塗装シルバー

P・Mサイズ
全て3日後出荷

納期対応

特注サイズ、特注仕様も3日後出荷となります。

特注サイズ、特注仕様も3日後出荷となります。

P・Mサイズ（8P、10Pを除く）
3日後出荷

GW-47

GW-47L

特注サイズできます
GW-47 ：10号サイズ相当迄
GW-47L：30号サイズ相当迄

規格以外の商品は、お見積りいたします。

※F・P・Mは同価格。
※Sサイズは特注サイズ対応になります。

※F・P・Mは同価格。
※Sサイズは特注サイズ対応になります。

Fサイズ、８P、10P翌日出荷

Fサイズ翌日出荷

89GK

本
縁

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

色紙 ￥14,100
0号 ￥11,380
SM ￥12,620
3号 ￥14,800
4号 ￥15,990
6号 ￥19,630
8号 ￥22,220
10号 ￥25,870

規格サイズ
アクリル付
価格（税抜）

12号 ￥39,810
15号 ￥42,050
20号 ￥46,580
25号 ￥50,840
30号 ￥56,600
40号 −
50号 −
60号 −


