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仕 様

C-20 C-38 C-40

フレ ー ム：アルミ
付 属 品：作品止め（横ビス）／

コーナー金具
※ 吊り金具・吊りひもは付属いたし

ません。別途ご用意ください。

フレ ー ム：アルミ
付 属 品：作品止め（横ビス）／

コーナー金具
※ 吊り金具・吊りひもは付属いたし

ません。別途ご用意ください。

※ 吊り金具・吊りひもは付属いたし
ません。別途ご用意ください。

フレ ー ム：アルミ・
アルミにシート貼り

付 属 品：作品止め
　〜 25号 作品止め金具
　30号〜  横ビス
コーナー金具

C-40

ボリューム感とマイルドなカラーを揃えたスタンダードです

ウッディダーク
（WD4）

ウッディナチュラル
（WD2）

ゴールド
（G）

ステン
（S）

ノックダウン仕様

C-38

細くてモダンな形は長く使える定番です

ブラック
（K）

ステン
（S）

ノックダウン仕様

C-20

細くシンプルな中にやわらかさを感じる
スタンダードフレームです

ゴールド
（G）

ステン
（S）

ノックダウン仕様

仮　縁

作品ユトリ
C-20 5mm

C-38 5mm

C-40 5mm

作品ユトリ作品止め金具 コーナー金具

C-20
C-38

C-40

フレーム側面横ビス アルミ製仮固定コーナー

〜25号 30号〜

※ C-40は〜 25号までフレーム
側面横ビスなし、30号〜フレー
ム側面横ビスになります。

オプション特注サイズできます
最大サイズ：3840mmまで

規格以外の商品は、お見積り
いたします。

M・Sサイズ3日後出荷

納期対応

特注サイズも３日後出荷となります。

F・Pサイズ翌日出荷

注 文 品 番：M-579
商 品 名：フラット吊り
価格（税別）：¥200 SY
木ネジ3本付き

パネルにしっかり
着けられる
カンタン吊り

オプション金具の詳細→ P.138

アルミ製仮固定コーナーフレーム穴なしタイプ フレーム側面横ビス
1辺900mm以上

※F・P・Mは同価格。
※  号数の0号〜 300号のSサイズ（長手角）は1サイズ

大きいものと同価格です。
　但し、120号は150号の価格となります。

※Fサイズの重量です。

規格サイズ C-20・C-38 C-40 C-20 C-38 C-40
価格（税別） 価格（税別） 重量（kg）

0号 ￥2,110 ￥2,580 0.2 0.2 0.4 
SM ￥2,340 ￥2,860 0.3 0.2 0.4 
3号 ￥2,760 ￥3,370 0.3 0.3 0.5 
4号 ￥3,050 ￥3,730 0.3 0.3 0.5 
6号 ￥3,610 ￥4,410 0.4 0.4 0.6 
8号 ￥3,990 ￥4,880 0.5 0.4 0.7 
10号 ￥4,540 ￥5,550 0.5 0.5 0.8 
12号 ￥4,980 ￥6,090 0.6 0.5 0.9 
15号 ￥5,260 ￥6,430 0.6 0.6 1.0 
20号 ￥5,810 ￥7,100 0.7 0.6 1.1 
25号 ￥6,250 ￥7,640 0.8 0.7 1.2 
30号 ￥6,920 ￥8,450 0.9 0.8 1.3 
40号 ￥7,520 ￥9,190 0.9 0.8 1.4 
50号 ￥8,510 ￥10,400 1.1 1.0 1.6 
60号 ￥9,220 ￥11,270 1.2 1.0 1.7 
80号 ￥10,330 ￥12,630 1.3 1.2 1.9 
100号 ￥11,580 ￥14,150 1.5 1.3 2.2 
120号 ￥12,740 ￥15,570 1.6 1.5 2.4 
130号 ￥13,890 ￥16,980 1.8 1.6 2.6 
150号 ￥15,840 ￥19,360 2.0 1.8 3.0 
200号 ￥17,440 ￥21,320 2.2 2.0 3.3 
300号 ￥19,470 ￥23,800 2.5 2.3 3.7 
500号 ￥22,120 ￥27,040 2.9 2.6 4.2 
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CD-22 仕 様 オプションノックダウン仕様

フレ ー ム：アルミ・
アルミにシート貼り

付 属 品：吊り金具
作品止め
コーナー金具

※吊りひもは付属いたしません。
　別途ご用意ください。

仕 様 オプション

●オプションの詳細はP.67をご覧下さい。

RDタイプ（ライナー付）

R9DS CP

Bタイプ（入子付） Dタイプ（面金付）

B4G D15G

フレ ー ム：アルミ・
アルミにシート貼り

付 属 品：吊り金具
作品止め
コーナー金具

※吊りひもは付属いたしません。
　別途ご用意ください。

ブラックウッド
（WD5）

クリームウッド
（CW）

ウッドシルバー
（WC）

ウッドゴールド
（WG）

ステン
（S）

モダンな5カラーの角型ベーシック

CD-33 ノックダウン仕様

グリーン
（GR）

ベージュ
（BE）

ゴールド
（G）

ライトステン
（LS）

繊細な作品はお酒落なカラーでニュアンスを

RDタイプ（ライナー付）

●オプションの詳細はP.67をご覧下さい。
R9DS CP

Bタイプ（入子付） Dタイプ（面金付）

B4G D15G

仮　縁

仕様（共通）

吊り金具 コーナー金具

パネルに付ける吊り金具 後付タイプの吊り金具 ネジを締めるだけ

〜3号 4号〜

作品止め

ワンタッチ厚み調整 金属製でしっかり固定

〜120号 130号〜

作品ユトリ 作品厚み調整範囲
基本仕様 5mm 18 ～ 50mm

対応作品厚

特注サイズできます
最大サイズ：3840mm

（RDタイプは3700mm）
規格以外の商品は、お見積りいたします。

M・Sサイズ3日後出荷

納期対応

特注サイズ、オプション仕様も
３日後出荷となります。

F・Pサイズ翌日出荷

※F・P・Mは同価格。（0号にP、Mサイズはありません）
※  号数の0号～ 300号のSサイズ（長手角）は1サイズ

大きいものと同価格です。
　但し、120号は150号の価格となります。

※  重量はFサイズの
　フレームのみです。

規格サイズ フレームのみ Bタイプ・Dタイプ RDタイプ CD-22 CD-33
価格（税別） 価格（税別） 価格（税別） 重量（kg）

0号 ￥4,280 ￥5,710 ￥7,680 0.8 0.8 
SM ￥4,740 ￥6,320 ￥8,500 0.9 0.9 
3号 ￥5,580 ￥7,440 ￥10,010 1.0 1.0 
4号 ￥6,180 ￥8,250 ￥11,090 1.1 1.1 
6号 ￥7,300 ￥9,740 ￥13,100 1.3 1.3 
8号 ￥8,080 ￥10,780 ￥14,500 1.4 1.4 
10号 ￥9,180 ￥12,250 ￥16,470 1.6 1.6 
12号 ￥10,080 ￥13,450 ￥18,090 1.7 1.7 
15号 ￥10,640 ￥14,200 ￥19,090 1.8 1.8 
20号 ￥11,740 ￥15,670 ￥21,070 1.9 2.0 
25号 ￥12,640 ￥16,870 ￥22,680 2.1 2.1 
30号 ￥13,980 ￥18,660 ￥25,090 2.3 2.3 
40号 ￥15,200 ￥20,290 ￥27,280 2.4 2.5 
50号 ￥17,200 ￥22,960 ￥30,870 2.7 2.8 
60号 ￥18,640 ￥24,880 ￥33,450 3.0 3.1 
80号 ￥20,880 ￥27,870 ￥37,470 3.3 3.4 
100号 ￥23,400 ￥31,230 ￥42,000 3.7 3.8 
120号 ￥25,740 ￥34,360 ￥46,200 4.0 4.2 
130号 ￥28,080 ￥37,480 ￥50,400 4.5 4.6 
150号 ￥32,000 ￥42,720 ￥57,440 5.1 5.2 
200号 ￥35,240 ￥47,040 ￥63,250 5.5 5.7 
300号 ￥39,340 ￥52,510 ￥70,610 6.1 6.3 
500号 ￥44,700 ￥59,670 ￥80,230 6.9 7.1 
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仕様（共通）

吊り金具 コーナー金具

パネルに付ける吊り金具 後付タイプの吊り金具 ネジを締めるだけ

〜3号 4号〜

作品止め

ワンタッチ厚み調整 金属製でしっかり固定

〜120号 130号〜

特注サイズできます
最大サイズ：3840mm

（RDタイプは3700mm）
規格以外の商品は、お見積りいたします。

RDタイプ（ライナー付）

Bタイプ（入子付） Dタイプ（面金付）
オプション

●オプションの詳細はP.67をご覧下さい。

●オプションの詳細はP.67をご覧下さい。

Bタイプ（入子付） Dタイプ（面金付）
オプション

CD-44

大作にふさわしい豊かなフォルム

CD-56

丸型のベーシックなスタイルで選べる6カラー

ゴールド
（G）

ステン
（S）

仕 様

仕 様

ブラックウッド
（WD5）

ウッディダーク
（WD4）

ウッドゴールド
（WG）

ホワイト
（W）

ステン
（S）

ゴールド
（G）

B4G

B4G

R9DG LW

RDタイプ（ライナー付）

R9DG LW

D15G

D15G

フレ ー ム：アルミ
付 属 品：吊り金具

作品止め
コーナー金具

※吊りひもは付属いたしません。
　別途ご用意ください。

フレ ー ム：アルミ
アルミにシート貼り

付 属 品：吊り金具
作品止め
コーナー金具

※吊りひもは付属いたしません。
　別途ご用意ください。

ノックダウン仕様

ノックダウン仕様

作品ユトリ 作品厚み調整範囲
基本仕様 5mm 18 ～ 50mm

対応作品厚

ワンタッチ厚み調整

M・Sサイズ3日後出荷

納期対応

特注サイズ、オプション仕様も
３日後出荷となります。

F・Pサイズ翌日出荷

※  重量はFサイズの
　フレームのみです。

※F・P・Mは同価格。（0号にP、Mサイズはありません）
※  号数の0号～ 300号のSサイズ（長手角）は1サイズ

大きいものと同価格です。
　但し、120号は150号の価格となります。

規格サイズ フレームのみ Bタイプ・Dタイプ RDタイプ CD-44 CD-56
価格（税別） 価格（税別） 価格（税別） 重量（kg）

0号 ￥4,280 ￥5,710 ￥7,680 0.9 0.8 
SM ￥4,740 ￥6,320 ￥8,500 1.0 0.9 
3号 ￥5,580 ￥7,440 ￥10,010 1.1 1.0 
4号 ￥6,180 ￥8,250 ￥11,090 1.2 1.1 
6号 ￥7,300 ￥9,740 ￥13,100 1.4 1.3 
8号 ￥8,080 ￥10,780 ￥14,500 1.5 1.4 
10号 ￥9,180 ￥12,250 ￥16,470 1.7 1.6 
12号 ￥10,080 ￥13,450 ￥18,090 1.8 1.7 
15号 ￥10,640 ￥14,200 ￥19,090 1.9 1.8 
20号 ￥11,740 ￥15,670 ￥21,070 2.1 2.0 
25号 ￥12,640 ￥16,870 ￥22,680 2.2 2.1 
30号 ￥13,980 ￥18,660 ￥25,090 2.5 2.3 
40号 ￥15,200 ￥20,290 ￥27,280 2.7 2.5 
50号 ￥17,200 ￥22,960 ￥30,870 3.0 2.8 
60号 ￥18,640 ￥24,880 ￥33,450 3.2 3.1 
80号 ￥20,880 ￥27,870 ￥37,470 3.6 3.4 
100号 ￥23,400 ￥31,230 ￥42,000 4.0 3.8 
120号 ￥25,740 ￥34,360 ￥46,200 4.4 4.1 
130号 ￥28,080 ￥37,480 ￥50,400 4.8 4.6 
150号 ￥32,000 ￥42,720 ￥57,440 5.5 5.2 
200号 ￥35,240 ￥47,040 ￥63,250 6.0 5.7 
300号 ￥39,340 ￥52,510 ￥70,610 6.7 6.3 
500号 ￥44,700 ￥59,670 ￥80,230 7.5 7.1 
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仮　縁

Bタイプ（入子付）
オプションCD-77

重量感やタッチに質感のある油彩に

ブラウン
（BR）

ブラック
（K）

仕 様

フレ ー ム：アルミにシート貼り
付 属 品：吊り金具

作品止め
コーナー金具

RDタイプ（ライナー付）

●オプションの詳細はP.67をご覧下さい。

B4S

R9DS CP

Dタイプ（面金付）

D15G

※吊りひもは付属いたしません。
　別途ご用意ください。

Bタイプ（入子付） Dタイプ（面金付）
オプション仕 様

フレ ー ム：アルミにシート貼り
付 属 品：吊り金具

作品止め
コーナー金具

RDタイプ（ライナー付）

●オプションの詳細はP.67をご覧下さい。

B4G

R9DS CP

D15G

※吊りひもは付属いたしません。
　別途ご用意ください。

作品ユトリ 作品厚み調整範囲
基本仕様 5mm 18 ～ 50mm

対応作品厚

ノックダウン仕様

CD-88

ちょっとお洒落したい……そんな作品に

ゴールドココア
（GCO）

ステンブルー
（SBU）

ノックダウン仕様

特注サイズできます
最大サイズ：3840mm

（RDタイプは3700mm）
規格以外の商品は、お見積りいたします。

M・Sサイズ3日後出荷

納期対応

特注サイズ、オプション仕様も
３日後出荷となります。

F・Pサイズ翌日出荷

仕様（共通）

吊り金具 コーナー金具

パネルに付ける吊り金具 後付タイプの吊り金具 ネジを締めるだけ

〜3号 4号〜

作品止め

ワンタッチ厚み調整 金属製でしっかり固定

〜120号 130号〜

※F・P・Mは同価格。（0号にP、Mサイズはありません）
※  号数の0号～ 300号のSサイズ（長手角）は1サイズ

大きいものと同価格です。
　但し、120号は150号の価格となります。

※  重量はFサイズの
　フレームのみです。

規格サイズ フレームのみ Bタイプ・Dタイプ RDタイプ CD-77 CD-88
価格（税別） 価格（税別） 価格（税別） 重量（kg）

0号 ￥4,280 ￥5,710 ￥7,680 0.9 0.9 
SM ￥4,740 ￥6,320 ￥8,500 0.9 1.0 
3号 ￥5,580 ￥7,440 ￥10,010 1.1 1.1 
4号 ￥6,180 ￥8,250 ￥11,090 1.2 1.2 
6号 ￥7,300 ￥9,740 ￥13,100 1.3 1.4 
8号 ￥8,080 ￥10,780 ￥14,500 1.5 1.5 
10号 ￥9,180 ￥12,250 ￥16,470 1.6 1.7 
12号 ￥10,080 ￥13,450 ￥18,090 1.8 1.8 
15号 ￥10,640 ￥14,200 ￥19,090 1.9 1.9 
20号 ￥11,740 ￥15,670 ￥21,070 2.0 2.1 
25号 ￥12,640 ￥16,870 ￥22,680 2.2 2.3 
30号 ￥13,980 ￥18,660 ￥25,090 2.4 2.5 
40号 ￥15,200 ￥20,290 ￥27,280 2.6 2.7 
50号 ￥17,200 ￥22,960 ￥30,870 2.9 3.0 
60号 ￥18,640 ￥24,880 ￥33,450 3.2 3.3 
80号 ￥20,880 ￥27,870 ￥37,470 3.5 3.6 
100号 ￥23,400 ￥31,230 ￥42,000 3.9 4.1 
120号 ￥25,740 ￥34,360 ￥46,200 4.3 4.4 
130号 ￥28,080 ￥37,480 ￥50,400 4.7 4.9 
150号 ￥32,000 ￥42,720 ￥57,440 5.4 5.6 
200号 ￥35,240 ￥47,040 ￥63,250 5.9 6.1 
300号 ￥39,340 ￥52,510 ￥70,610 6.5 6.8 
500号 ￥44,700 ￥59,670 ￥80,230 7.3 7.6 
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 面金付
Dタイプ

入子付
Bタイプ ライナー付　RDタイプ　

D15 B4 R9D

カ
ラ
ー

仕
　
様

作品厚み
調整範囲 16mm 〜 48mm 6mm 〜 38mm 8mm 〜 40mm

CD-22

CD-33

CD-44

CD-56

CD-77

CD-88

20 10

12

1
2

5

コーナー金具
ライナー押さえ

作品押さえ

▼

130号〜〜 120号

寸法図

コーナー金具 コーナー金具

寸法図

寸法図

面金色：
ゴールド（G）

マット色：
レザーホワイト（LW）

面金色：
ステン（S）

マット色：
シルバーパール（CP）

CD-22（WG）R9DG LWCD-22（S）D15G CD-22（CW）B4G

CD-33（G）R9DS CPCD-33（LS）D15G CD-33（LS）B4G

CD-44（G）R9DG LWCD-44（S）D15G CD-44（G）B4G

CD-56（WD5）D15G CD-56（WD4）B4G

CD-77（K）R9DS CP

CD-56（G）R9DG LW

CD-77（BR）D15G CD-77（K）B4S

CD-88（GCO）R9DG LWCD-88（SBU）D15G CD-88（GCO）B4G

■CD ラインオプション一覧
後付
不可

後付
OK

ゴールド（G） ステン（S）

ゴールド（G）

全て3日後出荷
納期対応

規格品・特注サイズ・オプション仕様、全て３日後出荷となります。

後付
不可
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仮　縁
CX-7

渋みのあるカラーと黒がより存在感をアピール

仕 様

ウッドゴールド
（WG）

ウッドシルバー
（WC）

●オプションの詳細はP.73をご覧下さい。

Bタイプ（入子付）
オプション

B4S

RDタイプ（ライナー付）

R2DS 45M

Dタイプ（面金付）

D15G

フレ ー ム：アルミにシート貼り
付 属 品：吊り金具

作品止め
コーナー金具

※吊りひもは付属いたしません。
　別途ご用意ください。

ノックダウン仕様

作品ユトリ 作品厚み調整範囲
基本仕様 5mm 18 ～ 50mm

対応作品厚

特注サイズできます
最大サイズ：3840mm

（RDタイプは3700mm）
規格以外の商品は、お見積りいたします。

M・Sサイズ3日後出荷

納期対応

特注サイズ、オプション仕様も
３日後出荷となります。

F・Pサイズ翌日出荷

仕様（共通）

吊り金具 コーナー金具

パネルに付ける吊り金具 後付タイプの吊り金具 ネジを締めるだけ

〜3号 4号〜

作品止め

ワンタッチ厚み調整 金属製でしっかり固定

〜120号 130号〜

※F・P・Mは同価格。（0号にP、Mサイズはありません）
※  号数の0号～ 300号のSサイズ（長手角）は1サイズ

大きいものと同価格です。
　但し、120号は150号の価格となります。

※Fサイズの
　重量です。

規格サイズ フレームのみ Bタイプ・Dタイプ RDタイプ フレームのみ
価格（税別） 価格（税別） 価格（税別） 重量（kg）

0号 ￥5,450 ￥6,880 ￥9,730 0.9 
SM ￥6,040 ￥7,620 ￥10,780 1.0 
3号 ￥7,110 ￥8,970 ￥12,690 1.1 
4号 ￥7,870 ￥9,940 ￥14,050 1.3 
6号 ￥9,300 ￥11,740 ￥16,600 1.5 
8号 ￥10,300 ￥13,000 ￥18,380 1.6 
10号 ￥11,700 ￥14,770 ￥20,880 1.8 
12号 ￥12,850 ￥16,220 ￥22,930 1.9 
15号 ￥13,560 ￥17,120 ￥24,200 2.0 
20号 ￥14,960 ￥18,890 ￥26,700 2.2 
25号 ￥16,110 ￥20,340 ￥28,750 2.3 
30号 ￥17,820 ￥22,500 ￥31,800 2.6 
40号 ￥19,380 ￥24,470 ￥34,580 2.8 
50号 ￥21,930 ￥27,690 ￥39,130 3.1 
60号 ￥23,760 ￥30,000 ￥42,400 3.4 
80号 ￥26,620 ￥33,610 ￥47,500 3.7 
100号 ￥29,830 ￥37,660 ￥53,230 4.2 
120号 ￥32,810 ￥41,430 ￥58,550 4.6 
130号 ￥35,800 ￥45,200 ￥63,880 5.0 
150号 ￥40,800 ￥51,520 ￥72,800 5.7 
200号 ￥44,930 ￥56,730 ￥80,170 6.2 
300号 ￥50,150 ￥63,320 ￥89,490 6.9 
500号 ￥56,990 ￥71,960 ￥101,690 7.8 
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仕 様
フレーム：アルミ
付 属 品：吊り金具

作品仮止め金具
作品止めネジ
コーナー金具

※吊りひもは付属いたしません。
　別途ご用意ください。

46.5

5
3

1.5

3
8

59

17

4
3
.5

ブラックウッド
（WD5）

ウッドシルバー
（WC)

立体感を出せる浮き出しタイプ
落ちついたカラーでシックに飾れます

CX-62 ノックダウン仕様

作品止め

木ネジでしっかり固定

作品仮止め金具

ユトリ5㎜を調整できる

コーナー金具

1角に1ヶ所ネジ止め

～6号

仕様（共通）

吊り金具

パネルに付ける吊り金具

～6号

1角に２ヶ所ネジ止め

8号～

フレームにセット済

8号～

作品ユトリ

基本仕様 5mm

作品ユトリ

特注サイズできます
最小サイズ：140mm
最大サイズ：3800mm
規格以外の商品は、お見積りいたします。

M・Sサイズ3日後出荷

納期対応

特注サイズ３日後出荷となります。

F・Pサイズ翌日出荷

セットしやすい作品仮止め金具付き
（パネル桟の幅22mm以下には使えません）

②  作品仮止め金具をフレーム
に引掛けて、パネルを表側
から差し込みます。

①  作品仮止め金具を下辺２ヶ
所・左右１ヶ所ずつ、パネ
ルの桟に取付けます。

④  作品止めネジでパネルをフ
レームに固定します。

③  作品仮止め金具でゆとりを
調整して仮止めします。

※  F・P・Mは同価格。
　（0号にP、Mサイズはありません）
※  号数の0F～ 300号のSサイズ
　（長手角）は1サイズ大きいものと
　  同価格です。
　  但し、120号は150号の価格となり
ます。

※Fサイズの
　重量です。

規格サイズ フレームのみ
価格（税別） 重量（kg）

0F  ￥6,590 1.1 
SM  ￥7,290 1.2 
3号  ￥8,590 1.4 
4号  ￥9,510 1.7 
6号 ￥11,240 2.0 
8号 ￥12,440 2.1 
10号 ￥14,130 2.3 
12号 ￥15,520 2.5 
15号 ￥16,380 2.6 
20号 ￥18,070 2.8 
25号 ￥19,460 3.0 
30号 ￥21,520 3.2 
40号 ￥23,400 3.5 
50号 ￥26,480 3.9 
60号 ￥28,700 4.1 
80号 ￥32,150 4.6 
100号 ￥36,030 5.1 
120号 ￥39,630 5.5 
130号 ￥43,240 6.0 
150号 ￥49,280 6.7 
200号 ￥54,260 7.3 
300号 ￥60,580 8.1 
500号 ￥68,830 9.1 
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作品ユトリ 作品厚み調整範囲
基本仕様 5mm 18 ～ 50mm

対応作品厚

CX-64
Bタイプ（入子付）

オプション

シンプルな内流れの形と繊細なカラーが作品を品よく引立てます

仕 様

Mライトステン
（MLS）

ステン
（S)

フレ ー ム：アルミ
付 属 品：吊り金具

作品止め
コーナー金具

●オプションの詳細はP.73をご覧下さい。

B4G

RDタイプ（ライナー付）

R2DG 47M

Dタイプ（面金付）

D15G

※吊りひもは付属いたしません。
　別途ご用意ください。

ノックダウン仕様

大サイズ（120号をこえるもの）には補強のためにコーナー金具として
補助ブロックを併用します。

補助ブロックをフレームの正しい溝に挿入して下さい。誤って挿入するとフレームの
正面にネジ跡が出る場合があります。

特注サイズできます
最大サイズ：3840mm

（RDタイプは3700mm）
規格以外の商品は、お見積りいたします。

M・Sサイズ3日後出荷

納期対応

特注サイズ、オプション仕様も
３日後出荷となります。

F・Pサイズ翌日出荷

仕様（共通）

吊り金具 コーナー金具

パネルに付ける吊り金具 後付タイプの吊り金具 ネジを締めるだけ
（120号をこえるもの下記参照）

〜3号 4号〜 〜120号

作品止め

ワンタッチ厚み調整 金属製でしっかり固定

〜120号 130号〜

※F・P・Mは同価格。（0号にP、Mサイズはありません）
※  号数の0号～ 300号のSサイズ（長手角）は1サイズ

大きいものと同価格です。
　但し、120号は150号の価格となります。

※Fサイズの
　重量です。

仮　縁

規格サイズ フレームのみ Bタイプ・Dタイプ RDタイプ フレームのみ
価格（税別） 価格（税別） 価格（税別） 重量（kg）

0号 ￥6,590 ￥8,020 ￥10,870 1.1 
SM ￥7,290 ￥8,870 ￥12,030 1.2 
3号 ￥8,590 ￥10,450 ￥14,170 1.4 
4号 ￥9,510 ￥11,580 ￥15,690 1.6 
6号 ￥11,240 ￥13,680 ￥18,540 1.8 
8号 ￥12,440 ￥15,140 ￥20,520 2.0 
10号 ￥14,130 ￥17,200 ￥23,310 2.2 
12号 ￥15,520 ￥18,890 ￥25,600 2.4 
15号 ￥16,380 ￥19,940 ￥27,020 2.5 
20号 ￥18,070 ￥22,000 ￥29,810 2.8 
25号 ￥19,460 ￥23,690 ￥32,100 3.0 
30号 ￥21,520 ￥26,200 ￥35,500 3.3 
40号 ￥23,400 ￥28,490 ￥38,600 3.6 
50号 ￥26,480 ￥32,240 ￥43,680 4.0 
60号 ￥28,700 ￥34,940 ￥47,340 4.3 
80号 ￥32,150 ￥39,140 ￥53,030 4.8 
100号 ￥36,030 ￥43,860 ￥59,430 5.4 
120号 ￥39,630 ￥48,250 ￥65,370 5.9 
130号 ￥43,240 ￥52,640 ￥71,320 6.5 
150号 ￥49,280 ￥60,000 ￥81,280 7.4 
200号 ￥54,260 ￥66,060 ￥89,500 8.1 
300号 ￥60,580 ￥73,750 ￥99,920 9.0 
500号 ￥68,830 ￥83,800 ￥113,530 10.2 
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Bタイプ（入子付） Dタイプ（面金付）
オプションCX-71

ステン
（S)

仕 様

大型らしい重量感とやわらかなスタイルの仮縁タイプ

B4S D15G

R2DS 45M R2DG 47M

RDタイプ（ライナー付）

フレ ー ム：アルミ
付 属 品：作品止め金具

コーナーブロック
※吊りひもは付属いたしません。
　別途ご用意ください。

吊り金具

フレームにセット済

作品止め

金属製でしっかり固定

コーナー金具

1辺に2ヶ所ネジ止め

仕様（共通）

特注サイズできます
最大サイズ：3800mm

（RDタイプは3700mm）
規格以外の商品は、お見積りいたします。

ノックダウン仕様

M・Sサイズ3日後出荷

納期対応

特注サイズ、オプション仕様も
３日後出荷となります。

F・Pサイズ翌日出荷

作品ユトリ 作品厚み調整範囲
基本仕様 5mm 24 〜 54mm

対応作品厚

オプション

注 文 品 番：M-589
商 品 名：スプーン吊
価格（税別）：¥600 SY
タッピングビス4本付

大きな吊りで
より安心感UP

注 文 品 番：M-586
商 品 名：大型引掛吊り

セット
価格（税別）：¥3,500 SY
タッピングビス8本付

フレームの
はずれ防止機能付き

注 文 品 番：M-590
商 品 名：アングル金具
価格（税別）：¥4,000 SY
タッピングビス4本付

盗難防止もできる
大型吊金具

オプション金具の詳細→ P.132・138

●オプションの詳細はP.73をご覧下さい。

※ オプション金具で取り付ける場合は、金具の取り付け方法を確認の上お求め
ください。

※F・P・Mは同価格。
※  号数の0号〜 300号のSサイズ（長手角）は1サイズ

大きいものと同価格です。
　但し、120号は150号の価格となります。

※Fサイズの
　重量です。

規格サイズ フレームのみ Bタイプ・Dタイプ RDタイプ フレームのみ
価格（税別） 価格（税別） 価格（税別） 重量（kg）

0号 - - - -
SM - - - -
3号 - - - -
4号 - - - -
6号 - - - -
8号 - - - -
10号 ￥21,200 ￥24,270 ￥30,380 3.0 
12号 ￥23,280 ￥26,650 ￥33,360 3.3 
15号 ￥24,570 ￥28,130 ￥35,210 3.5 
20号 ￥27,110 ￥31,040 ￥38,850 3.8 
25号 ￥29,190 ￥33,420 ￥41,830 4.0 
30号 ￥32,290 ￥36,970 ￥46,270 4.4 
40号 ￥35,110 ￥40,200 ￥50,310 4.8 
50号 ￥39,730 ￥45,490 ￥56,930 5.4 
60号 ￥43,050 ￥49,290 ￥61,690 5.9 
80号 ￥48,230 ￥55,220 ￥69,110 6.5 
100号 ￥54,050 ￥61,880 ￥77,450 7.3 
120号 ￥59,450 ￥68,070 ￥85,190 8.0 
130号 ￥64,860 ￥74,260 ￥92,940 8.8 
150号 ￥73,920 ￥84,640 ￥105,920 9.9 
200号 ￥81,400 ￥93,200 ￥116,640 10.9 
300号 ￥90,870 ￥104,040 ￥130,210 12.1 
500号 ￥103,250 ￥118,220 ￥147,950 13.7 
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大型縁
D-71

ステン
（S）
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仕 様

フレ ー ム：アルミ
付 属 品：吊り金具

大型らしい重量感とやわらかなスタイルの大型縁 ●オプションの詳細はP.73をご覧下さい。

Bタイプ（入子付）
オプション

B4S

RDタイプ（ライナー付）

R2DS 45M R2DG 47M

Dタイプ（面金付）

D15G

組縁仕様

仕様（共通）

吊り金具 作品止め

フレームにセット済 ドロ足仕様
※作品止め金具は、付属し
ておりません。（作品厚、重
量に合わせてご用意くださ
い。）

作品ユトリ 作品厚み調整範囲
基本仕様 5mm ドロ足対応

対応作品厚

オプション

注 文 品 番：M-589
商 品 名：スプーン吊
価格（税別）：¥600 SY
タッピングビス4本付

大きな吊りで
より安心感UP

注 文 品 番：M-586
商 品 名：大型引掛吊り

セット
価格（税別）：¥3,500 SY
タッピングビス8本付

フレームの
はずれ防止機能付き

注 文 品 番：M-590
商 品 名：アングル金具
価格（税別）：¥4,000 SY
タッピングビス4本付

盗難防止もできる
大型吊金具

1辺2mを超えるサイズで、アクリル付の
場合は面金付仕様でアクリル掛かりを増
やすことをおすすめします。

特注サイズできます
最大サイズ：3800mm

（RDタイプは3700mm）
規格以外の商品は、お見積りいたします。

全て3日後出荷
納期対応

規格品・特注サイズ・オプション仕
様も全て３日後出荷となります。

オプション金具の詳細→ P.132・138
※ オプション金具で取り付ける場合は、金具の取り付け方法を確認の上お求め

ください。

※80号以上のサイズは全て木枠梱包となります。
※150号以上のサイズは、一車貸切運賃の実費負担をお願いします。
※フリーサイズは、サイズ指示をしていただく商品です。
※F・P・M・Sサイズの価格は多少異なります。

フリーサイズ商品

規格サイズ フレームのみ Bタイプ・Dタイプ RDタイプ
価格（税別） 価格（税別） 価格（税別）

10F   ￥40,150   ￥44,570   ￥55,150
12F   ￥43,040   ￥47,790   ￥59,120
15F   ￥46,090   ￥51,170   ￥63,310
20F   ￥49,060   ￥54,470   ￥67,390
25F   ￥54,840   ￥60,890   ￥75,330
30F   ￥57,890   ￥64,270   ￥79,520
40F   ￥63,430   ￥70,420   ￥87,130
50F   ￥72,590   ￥80,590   ￥99,710
60F   ￥78,130   ￥86,740 ￥107,320
80F   ￥90,010   ￥99,940 ￥123,640
100F   ￥95,870 ￥106,440 ￥131,690
120F ￥104,710 ￥116,260 ￥143,830
130F ￥113,540 ￥126,060 ￥155,960
150F ￥131,210 ￥145,680 ￥180,230
200F ￥148,950 ￥165,380 ￥204,600
300F ￥160,760 ￥178,490 ￥220,820
500F ￥184,280 ￥204,610 ￥253,130



73GK

仮
縁

大
型
縁

 面金付
Dタイプ

入子付
Bタイプ ライナー付　RDタイプ　　　

D15 B4 R2D

カ
ラ
ー

仕
　
様

作
品
厚
み

調
整
範
囲

CX-7
CX-64 16mm ～ 48mm 6mm ～ 38mm

14mm ～ 44mmCX-71 22mm ～ 52mm −
D-71 22mm ～　　　　 −

CX-7

CX-64

CX-71
/D-71

1035

コーナー金具寸法図

コーナー金具 コーナー金具

寸法図寸法図

面金色：
ステン（S）

マット色：
グレーメッシュ

（45M）

面金色：
ゴールド（G）

マット色：
象牙メッシュ

（47M）

CX-7（WG） R2DG 47MCX-7（WG）D15G CX-7（WC）B4S

CX-64（MLS）R2DG 47MCX-64（MLS）D15G CX-64（S）B4G

D-71（S）R2DS 45M D-71（S）R2DG 47MCX-71（S）D15G D-71（S）B4S

ライナー押さえ
作品押さえ

～ 120号 130号～

▼

■CX .D ラインオプション一覧
後付
不可

後付
OK

後付
OK

1
2

12

5

ゴールド（G） ステン（S）

ゴールド（G）

全て3日後出荷
規格品・特注サイズ・オプション仕様、全て３日後出荷となります。

納期対応


