
シルバー
ビター
(黒い木目調)宗達（そうたつ）

30 ｍｍ幅のシンプルなフラットタイプのベストセラー商品。

ボルドー
bordeaux

ColorColor

仮　縁

活用方法のご提案 

● 宗達色 ・ ビター（黒い木目調）で高級感 UP

● 仮縁コアを組み合わせて、 仮縁ゼロに進化。

● 特殊加工を施し、 校旗／優勝旗等の旗額装にも

 ご活用いただけます。

※ カタログ上の写真と実際の商品の色味が若干異なる場合もございます。ご了承ください。　※ 内寸は若干の余裕（規格4mm・特寸3mm程度）を持たせてあります。

※ 大型のパネルを壁面等に飾る場合は、必ず専門の施工業者に安全な取り付け方法をご相談、もしくはご依頼願います。

特許第 5023014 号取得商品

はじめからフレームに付属しています。
1つの金具で
50kgの重量に対応。

最小作品厚：10mm
最大作品厚：35mm

ガラス ・ アクリル 無し

ボルドー
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シルバー

ビター
(黒い木目調)宗達（そうたつ）

Fサイズ 作品寸 :mm 特別寸法※
フレームのみ イリコ付

価格（税抜） 価格（税込） 価格（税抜） 価格（税込）

F-4 333×242 501～600 ¥9,200 ¥10,120 ¥11,700 ¥12,870

601～700 ¥10,000 ¥11,000 ¥12,400 ¥13,640

F-6 409×318 701～800 ¥10,700 ¥11,770 ¥12,600 ¥13,860

F-8 455×379 801～900 ¥11,800 ¥12,980 ¥13,800 ¥15,180

F-10 530×455 901～1000 ¥13,500 ¥14,850 ¥15,700 ¥17,270

F-12 606×500 1001～1100 ¥14,700 ¥16,170 ¥17,300 ¥19,030

F-15 652×530 1101～1200 ¥15,000 ¥16,500 ¥18,200 ¥20,020

1201～1300 ¥16,000 ¥17,600 ¥19,200 ¥21,120

F-20 727×606 1301～1400 ¥16,700 ¥18,370 ¥20,100 ¥22,110

F-25 803×652 1401～1500 ¥17,900 ¥19,690 ¥21,600 ¥23,760

1501～1600 ¥18,900 ¥20,790 ¥23,100 ¥25,410

F-30 909×727 1601～1700 ¥19,800 ¥21,780 ¥23,900 ¥26,290

F-40 1000×803 1701～1800 ¥22,500 ¥24,750 ¥26,000 ¥28,600

1801～1900 ¥24,000 ¥26,400 ¥27,500 ¥30,250

F-50 1168×910 1901～2000 ¥26,300 ¥28,930 ¥29,200 ¥32,120

2001～2200 ¥27,600 ¥30,360 ¥30,500 ¥33,550

★ F/P/Mサイズは同じ価格です。SサイズのみF号の1サイズ上の価格です。
　 例）S10号の価格はF10号の1サイズ上、F12号の表記価格となります。

★フレームのみ以外の仕様では、「組み立て済、箱入り、アクリル付仕様」をF50号まで、4割増価格にて承ること可能です。

Fサイズ 作品寸 :mm 特別寸法※
フレームのみ イリコ付

価格（税抜） 価格（税込） 価格（税抜） 価格（税込）

F-60 1303×970 2201～2400 ¥28,500 ¥31,350 ¥31,600 ¥34,760

F-80 1455×1121 2401～2600 ¥32,000 ¥35,200 ¥35,500 ¥39,050

2601～2800 ¥32,700 ¥35,970 ¥38,200 ¥42,020

F-100 1621×1303 2801～3000 ¥33,600 ¥36,960 ¥39,900 ¥43,890

3001～3200 ¥35,200 ¥38,720 ¥41,800 ¥45,980

F-120 1939×1303 3201～3400 ¥36,800 ¥40,480 ¥43,700 ¥48,070

F-130 1940×1620 3401～3600 ¥38,000 ¥41,800 ¥47,700 ¥52,470

3601～3800 ¥38,400 ¥42,240 ¥50,900 ¥55,990

3801～4000 ¥40,300 ¥44,330 ¥52,200 ¥57,420

F-150 2273×1818 4001～4200 ¥41,300 ¥45,430 ¥54,300 ¥59,730

4201～4400 ¥43,500 ¥47,850 ¥57,000 ¥62,700

F-200 2591×1939 4401～4600 ¥45,500 ¥50,050 ¥59,700 ¥65,670

4601～4800 ¥48,100 ¥52,910 ¥63,600 ¥69,960

F-300 2909×2182 4801～5000 ¥50,600 ¥55,660 ¥66,700 ¥73,370

F-500 3333×2485 5001～ ¥57,600 ¥63,360 ¥75,700 ¥83,270

※作品寸法の縦と横を足した数値でご参照ください。

吊り金具 コーナー部分

ネジを締める事で
土台の坂を下りロックされます。

上から押すだけで
簡単に下ります。

両端をつまみ、
上に引き上げて下さい。

押える場合 外す場合

① ①

② ②

フレームのみ断面図

イリコ付き断面図
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最小作品厚：16mm
最大作品厚：40mm

フレームのみ　　　　　　　　　　　　　イリコ付

シルバー
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