
視線・導線・琴線。
　一期一会の機会を繋ぐ、
展示会・説明会用イベントセットを
ご提案いたします。

見せる 導く 魅せる



Banner standバナースタンド
自立バナーは、遠くからも目を引き、会場内でアピール力を発揮。
組み立ても簡単で、コンパクトに持ち運ぶことができるのが魅力です。

素材：高発色クロス
　　　スタンド、ハトメ

高発色ポリエステルクロスは、
色沈みがなく、高画質で鮮明な
布メディアです。
印刷はラテックスインクを使用
しているため、
耐擦過性に優れ、臭いや有害成
分の心配が
ありません。

バナースタンド
（横600ミリ×縦1800ミリ）
（収納時　1020ミリ×80ミリ）

￥19,800（税込価格）1set
（デザイン費　含む）



Nobiri-hataのぼり旗
存在感のある広告素材。遠くからでも興味を引くことができます。
存在をアピールする為のツールとして定番でもあります。

素材：ポンジ（竿は別売です）

のぼり旗
（横600ミリ×縦1800ミリ）

￥14,300（税込価格）5枚
（デザイン費　含む）

￥3,080（税込価格）1枚
（デザイン費　含む）



Mini-Nobiriミニのぼり
テーブルの上などにさりげなく置くことで、ブース全体のイメージを、
より賑やかな雰囲気にしてくれます。

素材：ポンジ、ポール・土台（プラスチック樹脂）

ミニのぼり旗
（横100ミリ×縦300ミリ　ポール高400ミリ）

￥5,280（税込価格）2Set
（デザイン費　含む）



トロピカルとは、薄手で軽く
しゃり感のある織物のことです。
織りクリアカット仕上げを施し
さらりとした質感です。

￥44,000（税込価格）1枚
（デザイン費　含む）

テーブルクロス
（横3200ミリ×縦2000ミリ）

Table Clothテーブルクロス
無機質なテーブル、貸し出しの古いテーブルを、自社のイメージカラーで
カラフルに演出。展示ブースの一体感が生まれます。

素材：トロピカル

標準となるテーブルサイズ
1800×600　高さ700

3200 ミリ

2000
ミ
リ



Chair covers椅子カバー
展示会場のパイプ椅子に被せ、コーポレートイメージの統一感を演出いたします。
発色の良いクロス生地に、フルカラーで印刷。

素材：高発色クロス

高発色ポリエステルクロスは、
色沈みがなく、高画質で鮮明な布メディアです。
印刷はラテックスインクを使用しているため、
耐擦過性に優れ、臭いや有害成分の心配が
ありません。

￥1,650（税込価格）1枚
（デザイン費　含む）

マジックテープ固定式

オリジナル椅子カバー
（横570ミリ×縦650ミリ）



Back curtainバック幕・会見幕
展示ブースの背景の壁を、コーポレートイメージで演出。
デザインによっては、会見用の背景幕としても使用できます。

素材：高発色クロス
高発色ポリエステルクロスは、
色沈みがなく、高画質で鮮明な布メディアです。
印刷はラテックスインクを使用しているため、
耐擦過性に優れ、臭いや有害成分の心配が
ありません。

布の筒状の部分に
中芯バーを入れ、
その上からアルミバーを
通します。
吊下げ金具をレールに通して
エンドキャップを
はめ込めば完成

￥33,000（税込価格）1set
（デザイン費　含む）

バック幕・会見幕
（横2000ミリ×縦1500ミリ）
上下アルミバー、吊下げ金具付き



￥132,880（税込価格）を通常

￥110,000（税込価格）
単品合計価格

イベントや説明会、展示会等に活用できる商品をパックにしました。
会場の設営にお困りの方どうぞご活用ください。個数やサイズのご要望につきましては、ご相談ください。
背景の幕（バック幕）、テーブルクロス、のぼり旗で、遠くからでも目にとまる工夫を。
卓上にミニのぼり、椅子には統一の色調のとれた椅子カバー、バナータイプのスタンド。
使用頻度の高いツールを、ひとつにまとめて提供します。

会場ブース設営において、何を準備すればいいのか、よくわからない…。

仕 様

バック幕　×　１基　　　　テーブルクロス　×　１基　　　　のぼり旗　×　５基
バナースタンド　×　１基　　　椅子カバー　×　10枚　　　ミニのぼり　×　２基

約14日営業日内発送。

※送料・代引手数料等、別途必要です

セット価格



Furi-furi-Boardフリフリ看板
握って良し！ 振って良し！の手持ちサインボードです。
声を大きく出しにくい環境、大きい看板を使いにくい状況こそ、この手軽なサイズの
フリフリ看板がきっとお役に立つはずです。個数やサイズのご要望につきましては、ご相談ください。

￥880（税込価格）1枚

￥7,700（税込価格）5枚
5枚以上のご注文でオリジナルデザイン製作

（デザイン費　含む）

フリフリ看板
（幅120ミリ×長さ600ミリ）

素材：プラスチックダンボール
文字：カッティングシート又は、印刷看板シート
サイズ：幅12㎝　長さ60㎝　厚み4㎜



素材：5ミリ厚プラスチック段ボール
　　　ナイロン製アジャスタベルト

印字面：塩ビシートUVインク印刷、
表面は保護コート仕様。　　　　　　
　　　

Sandwichサンドイッチマン看板

サンドイッチマン看板とは、歩く広告です。
固定化された看板と違い、高い機動力で移動できるのが、最大の魅力です。
イベント、告知、展示会等にて累計500セット以上をご利用いただいております。

ザクッと説明しよう！

サンドイッチマンとは、動く広告である。
その動力源は人間の持つパワーなんだ。

さあ、コイツの最大の武器である機動力をいかし、
人混みの中へ飛び込むもよし、

交差点で目立つもよし。
「みてみて！」　　「ここだよ！」　　「はい注目！」

というサインが必要になったら、
貴方は、精神を統一し、このサンドイッチマンを

頭からかぶるのだ！
変身完了！　

プラスチック段ボールに、
印刷塩ビシートを貼り、
グロスラミネートで
コートしています。

ベルト部分拡大
ベルトと本体は金具で
しっかりとカシメ処理。
たいへん丈夫です。

ベルトアジャスター
アジャスター付なので
長さ調整も簡単です。

サンドイッチマン看板　通常版

￥11,990（税込価格）

（横420ミリ×縦800ミリ）
（A3チラシが二枚、A2ポスターが一枚貼れるサイズです）

1set



Sandwichサンドイッチマン看板
別仕様オプション品

累計500セット以上をご利用いただいているサンドイッチマン看板。
これまでのお客様のご要望でカスタム製作を行った特別な仕様を
新たなラインナップ品として追加いたしました。
イベント、告知、展示会等にてお客様のニーズに合う商品をお選びください。

板面が大きいため、風等のあおりを
抑えるために、サイドにロープを
装着。調節用のコードロック付き。

サンドイッチマン看板　通常版　デザインカット

￥14,300（税込価格）
（通常版サイズにプラス￥2,200）

1set

サンドイッチマン看板　A1サイズ版

￥17,600（税込価格）
（横594ミリ×縦841ミリ）

1set
で
っ
か
い
サ
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ズ
で
す
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サンドイッチマン看板　B1サイズ版

￥22,000（税込価格）
（横728ミリ×縦1030ミリ）

1set

オプション
仕様にて

チラシスト
ッカー

取付可 !

オプション
仕様にて

チラシスト
ッカー

取付可 !

プラスチック製
       プラス ￥1,500

アクリル製
       プラス ￥3,000



POP display紙製　立体ポップ
高さ2メートル、幅60センチの自立式ポップです。
素材に厚紙を使用した、自立型の大型ポップです。
軽量で倒れても安全、組み立ても片付けも簡単です。

立体ポップ Dispo（ディスポ）

金蒸着紙タイプ

（横600ミリ×縦2000ミリ）

（横600ミリ×縦2000ミリ）

￥22,000（税込価格）1set

￥27,500（税込価格）1set

立体ポップ　BOX（ボックス）
（横250ミリ×縦250ミリ　四段重ね）
（収納時　500ミリ×340ミリ）

￥7,150（税込価格）1set

紙素材の立体ポップ

四段重ねで高さは１メートルに。 簡単に片付けて収納できます。



￥4,950（税込価格）1㎡単価

￥11,000（税込価格）参考価格

フラットステッカーパネル

自立スタンド式（オプション品）
（幅840ミリ×高さ600ミリ）

Non-framepanelフレームなし　パネル
フラットステッカーパネルのご提案！
ポスターを中期・長期に渡り使用する場合、シワ・ヨレ・色あせなど、経年により見た目が悪く
なります。コストを押さえて長持ちさせるには、フラットステッカーパネルに
UVインク印刷ポスターを貼り込むのが、コスパを考えるとオススメです。

オプション　手持ちもできる自立スタンドタイプ
通常パネルは壁面に固定するものですが、例えば、テーブルやカウンターに置いたり、イベント
の導線上に配置したりと、自立できるタイプにもオプション対応しております。
手持ちハンドルも付き、視線を集める場合に最適です。

素材の特性上、屋内でのご使用となります。
水や湿気により、板の反りや、印刷面の
ハガれ等を生じる場合があります。

屋外でのご利用をお考えの場合は、ご相談
ください。屋外向け素材（アルミ複合板等）
の提案をいたします。

フラットステッカー
パネルは、密度の高い
発泡素材を厚紙にて
挟み込んだ板です。
弊社では、5㎜厚にて
ご提供させて
いただきます。

軽量で廉価、
変形カット加工にも
対応いたします。
POP、商品のアピール、
展示会やイベントなど、
主に室内装飾の場に
最適！



￥10,500（税込価格）

（横420ミリ×縦800ミリ）
（A3チラシが二枚、A2ポスターが一枚貼れるサイズです）

1set

Free type arrow sign矢印案内プラダン看板
軽量で移動・設置もカンタン！使わないときは畳んで保管！
矢印は向きを変えられるので、誘導・案内方向が変えられる！

使わないときは畳んで保管

右方向へ案内中

矢印を取り外す

反対側へ方向を変えて貼り付ける

矢印案内プラダン看板




