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見え幅:50mm カカリ:10mm

立ち上がり:16mm 深さ:9mm

断面図

作品厚 4mm まで
（面金付 3mm）

アクリル 1.5mm

DL/
DL面金付
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宗達 （そうたつ）

※ 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。

※ 表記価格は表面保護がアクリル仕様の価格となります。　※ 短手の長さが1211mm以上の場合、別途お問い合わせ下さい。

※ 長手1600mm以上/長短合計2000mm以上はフラット補強板（P.7参照）が付きます。

特別寸法	　※フレーム内寸法の縦と横を
足した数値でご参照下さい

サイズ※ 価格（税抜）

～400 ¥7,800

401～500 ¥9,000

501～600 ¥9,700

601～700 ¥10,800

701～800 ¥12,500

801～900 ¥13,400

901～1000 ¥15,100

1001～1100 ¥16,500

1101～1200 ¥17,900

1201～1300 ¥19,900

1301～1400 ¥22,700

1401～1500 ¥24,100

1501～1600 ¥25,900

1601～1700 ¥27,600

1701～1800 ¥28,700

1801～1900 ¥30,400

1901～2000 ¥32,100

2001～2200 ¥36,100

2201～2400 ¥41,100

水彩F号用 ※マットは付属しておりません
サイズ 内寸:mm 価格（税抜）

F4 473×382 ¥11,100

F6 550×458 ¥12,400

F8 595×520 ¥14,200

F10 670×595 ¥16,100

コピー紙
サイズ 内寸:mm 価格（税抜）

A-0 1189×841 ¥32,700

A-1 841×594 ¥21,800

A-2 594×420 ¥14,400

A-3 420×297 ¥11,300

A-4 297×210 ¥9,000

A-5 210×148 ¥7,400

B-1 1030×728 ¥26,300

B-2 728×515 ¥16,700

B-3 515×364 ¥12,100

B-4 364×257 ¥10,100

B-5 257×182 ¥8,600

正方形
サイズ 内寸:mm 価格（税抜）

150角 150×150 ¥6,700

200角 200×200 ¥7,400

250角 250×250 ¥8,100

300角 300×300 ¥9,000

350角 350×350 ¥10,200

400角 400×400 ¥11,300

450角 450×450 ¥12,400

500角 500×500 ¥13,400

600角 600×600 ¥15,500

700角 700×700 ¥20,600

800角 800×800 ¥23,400

900角 900×900 ¥26,000

横長
サイズ 内寸:mm 価格（税抜）

横長A 400×200 ¥7,900

横長B 500×250 ¥10,400

横長C 600×300 ¥11,500

横長D 700×350 ¥13,200

横長E 900×450 ¥17,400

手拭サイズ 890×340 ¥14,400

ポスター
サイズ 内寸:mm 価格（税抜）

ポスターA 602×502 ¥13,800

ポスターB 702×502 ¥16,000

ポスターC 802×602 ¥19,500

ポスターD 917×612 ¥24,500

デッサン
サイズ 内寸 :mm 価格（税抜）

８×10インチ 254×203 ¥6,600

八切	ヤツギリ 303×243 ¥7,800

太子	タイシ 379×288 ¥9,000

四切	ヨツギリ 424×349 ¥10,200

大衣	タイコロ 509×394 ¥11,600

半切	ハンセツ 545×424 ¥12,400

三三	サンサン 606×455 ¥13,400

小全紙	ショウゼンシ 659×509 ¥14,200

全紙	ゼンシ 727×545 ¥16,100

大判	オオバン 850×660 ¥22,300

MO判	エムオーバン 900×700 ¥23,800

裏 面

面金付

シルバー 宗達  （そうたつ）

DL
デッサン額

Color

シルバー

シンプルでありながら、50 ｍｍ幅のボリュームがある、フラットタイプのフレーム。
大型サイズの作品に適しています。

活用方法のご提案 

● フレーム自体にボリュームがありながらも、

 作品を際立たせる事ができます。

● 宗達色では作品、フレームの存在感がUPいたします。

中身の詳細
・アクリル 1.5mm

・台紙 0.5mm

・ダンボール 3mm

・MDF 2.5mm

サイズ：8 × 10 インチ

面金付の場合、
価格が15%UP
になります。




