
装備品・詳細（標準・オプション）

空気が天井に
ぬけていて
空気対流が
ある場合

空間に
空気対流が
ない場合

扉

本体

放熱穴

10
mm

10
mm

※周囲に10mm以上の空間を設けて下さい。

扉

放熱穴
本体

埋め込み設置（内照パネルを埋め込みで使用される場合の参考）
器具の周囲、裏面に必ず空気対流ができる放熱空間を設けてください。

※埋め込みを含めた取り付け、設計への導入は、現場状況に合わせて問題のないよう、
　扱い業者様の責任において行ってください。

内照パネル　半埋め込み
F999　F9999
FE999　FE9999
FE9990　FE99990

内照パネル
FE989　FE9890

掲示板
613　6613

埋め込みでの設置例
※商品によっては、扉部分だけ出す（半埋め込み）必要のある商品もあります。

※内照パネルではありませんが、
　参考にしてください。

面板仕切A2（2本） 面板仕切A2（4本）

面板仕切A1（2本）

F467（W・K）45-93の面板に仕切りを
入れて、別々の内容を表示することができ
ます。

F465（K）44-92の面板に仕切りを入
れて、別々の内容を表示することができ
ます。

●面板はA2タテ・A3ヨコより少し
大きくなっています。

●ラミネートの耳が付いた仕様は、
そのままはさみ込み可能です。

F467（W・K）62-130の面板に仕切りを
入れて、別々の内容を表示することができ
ます。

スタンド看板（F467）　 オプション スタンド看板（F465）　 オプション

スタンド看板（F467）　 オプション

※面板仕切の入る位置は上図、
　上A2タテ、下A3ヨコになる位置
のみとなります。

※面板仕切の入る位置は上図、
　上A2タテ、下A3ヨコになる位置のみとなります。

※面板仕切の入る位置は上図、
　上A2タテ、下A3ヨコになる位置
のみとなります。

W（ホワイト） K（ブラック）

45-93

62-130

W（ホワイト） K（ブラック）

62-130

K（ブラック）

44-9245-93
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4辺開閉式

フレームの四辺を前
方に開き、透明板を
はずします。

ポスターと透明板の
角を、フレームコー
ナーの内側に引掛
けてセットします。

フレームを閉じてセッ
ト完了です。

▼ ▼

V開き式 差し込むだけなので簡単。扉が開きすぎないので、
人通りのある場所でのポスターのセットも安全に
行えます。

313

フレーム上部を開き 横からソフトをスライドセット フレームを閉じてセット完了

▼ ▼

351

342

FE933

346

FE934

345

2801 2812 2335

パネル上部のレバーを押さ
えるとストッパーが解除さ
れ、スプリングでパネルが
開きます。

横のすき間からソフトを差し
込みます。

上部のパネルアタッチメント
を正面から押して、パネル
を閉じてセット完了です。

▼ ▼

下辺に蝶番があり、扉フレームの上
部が前面に少し開きます。

ソフトを横から差し込み、
扉を閉じてセット完了。

ポスターパネル（351・313・314・3314）
内照パネル（　　　　　　　　　　　　　 ）F999・F9999・FE999・FE9999

FE9990・FE99990

標 準
オプション

▼ ▼

フレームの４辺を前方にパカパカと開き、透明板を
はずしてポスターをセットします。わかりやすく、簡単
にポスターのセットを行えます。

ポスターパネル 　  346・347・345・331・333・334
 　344・338・332・342・349・343
POPパネル （AP340・AP350・AP360） 標 準

壁面サイン （702） 標 準

内照パネル （FE933・FE934） 標 準

ポスタースタンド 　  2803・2804・2801・2802・2383・2815
 　292・2393・2388・2807・2808・2806
 　2805・291・2814・2813・2812・2811
 　2389・2392・2391
フロアスタンド （2335・2362・217） 標 準

電飾スタンド （FE477・F477） 標 準

（　　　　　　　　　　　　　 ） 標 準

標 準
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クリップ金具
ポスターパネル（353・3617・1618）
内照パネル扉式・はね上げ式

標 準
標 準

クリップ金具を裏から押し
ポスターをセットします。

クリップ金具の「PUSH」部分を前から押し
ポスターを下から差し込んでセットします。

簡易ロック

扉フレーム表面に小さな穴があいています。その穴から細
い付属のピンを差し込むと、ロックが解除され、スプリング
で扉フレームが少し開きます。

ピンロック

扉を持ち上げるとステーもスライドしますので、フレームの穴位
置でロックさせます。閉じる時は、ステーを穴から出し、スライドさ
せてください。

簡易ステー

ポスターパネル（3617）
掲示板（6617）

標 準
標 準

オプション掲示板（617）

扉フレームとベースフレーム
を＋ネジで固定します。

掲示板（613・6613） 標 準
内照パネル（F924・F9924・FE924・FE9924） 標 準

ポスターパネル（1618）
掲示板はね上げ式

標 準
標 準

内照パネルはね上げ式 標 準

装備品・詳細（標準・オプション・特注仕様）

開き止めステー

鍵 開き止めステー

ポスターパネル扉式・はね上げ式・V開き式（351のぞく）
掲示板、内照パネル扉式・はね上げ式（923タイプのぞく）

ポスターパネル 扉式
掲示板　　　 扉式

標 準
標 準

鍵（フレーム正面に付きます） 鍵（フレーム正面に付きます） 鍵（フレーム正面に付きます） 鍵（プッシュロック式）
鍵をプッシュして施鍵します。
（フレーム側面に付きます）

オプション
オプション

簡易開き防止金具付き仕様（ロック機構）

穴のあいている辺を上
にして取り付けます。

サイドフレームを開き
ます。（左右どちらか
らでも可）

上フレームをまず開き
ます。

下フレームを開きます。

①

③

② ②

簡易開き防止金具付き仕様
いたずら防止用のロック機構。
①②③の順番にフレームを開
かないと開くことができない仕
組みになっています。
（②は左右どちらでも可）

ロック機構（353用）

下側のストッパーを下
へ下げてストッパーを
解除します。

下側のストッパーを
上へ押し上げロック
します。

順番通りに開かないとフレームを開くことができない仕組み。
鍵を使わず、いたずら防止できる簡易なロック機構です。

ポスターパネル
（346・347） オプション （353） 特注仕様
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オプション掲示板　　

ベニヤにクロスを貼っています。ピンや
画びょうでのポスターセットが可能です。

標準クロス仕様

面板は3mm鉄複合板です。マグネット
でのポスターセットにお使いください。

ホワイトボード仕様

ベニヤにマグネットクロスを貼っていま
す。マグネットとピンや画びょう両方で
のポスターセットが可能です。

※  マグネットクロス仕様には磁力の強
いマグネットバーのご使用をおすすめ
します。

マグネットクロス仕様

掲示板　 標 準 掲示板　 オプション

※色は薄目の
　アイボリーです。

マグネット ピンマグネット

※色は白です。

ピン

再生段ボール紙にコルク
シートを貼っています。ピン
や画びょうでのポスターセッ
トが可能です。

コルクボード

スチールのブラックマーカーボード。ボード用マーカーが
使えます。またマグネットでポスターやチラシのセットが可
能です。

マーカーボード

掲示板（608 ・610 ）　 標 準

市販の太さの中字のボード用マーカーです。ぬれた布、
ティッシュ等でふき取ってください。

中字ボードマーカー

掲示板（607 ）　 標 準

掲示板スタンド（2601）　 標 準

マーカースタンド（2603 ・2604 ・2609）　 標 準

青・緑・白 ピンク・橙・黄

掲示板（マーカーボード607 用）　 オプション
マーカースタンド（2603 ・2604 ・2609）　 オプション
掲示板スタンド（2601）　 オプション

面板は3㎜スチールボード白と黒があります。マグネットで
のポスターのセットになります。
白（ホワイト）は壁やインテリアになじみ調和します。黒
（ブラック）は掲示物を引き立て、より目立つので注目さ
せるのに役立ちます。

ℓ300のマグネットバー（白色）2本組です。ポスターをセッ
トするのにお使いください。

ℓ300のマグネットバー（白
色）１本です。

マグネットバー白2本組 マグネットバー白1本 W仕様 K仕様
（ボードホワイト） （ボードブラック）

掲示板（692・627・628タイプ）　 標 準

掲示板スタンド（2601）　 オプション
マーカースタンド（2609）　 オプション

メニュースタンド
　2367・2368・2366・2379
　2369・2357・2365 

EEスイッチ 屋根付き仕様

明るさに反応し、暗くなる
と自動的に灯具スイッチが
入り、明るくなると切れるス
イッチです。

蛍光灯付き掲示板　 オプション

フレーム上部にたまったホ
コリや雨だれを両端や裏へ
流す役割があります。

掲示板　 オプション

（　　　　　　　　　　　　）
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小型・軽量キャスター4ヶ、内2ヶストッパー付
きのセット。

キャスター（4ヶセット）

屋外でも丈夫なしっかりキャスター4ヶ、内2ヶス
トッパー付きのセット。本体に取り付けた状態で
の出荷となります。

ゴム車輪キャスタ（4ヶセット）

パネル用スタンド・ポスタースタンド　 標 準 　 オプション
フロアスタンド・メニュースタンド　　 標 準 　 オプション
サインスタンド・パンフレットスタンド　 標 準 　 オプション

スタンド看板（T型）　 オプション

大型用ガッチリキャスター4ヶ、4ヶともダブル
ストッパー付きのセット。本体に取り付けた状態
での出荷となります。
※ 補修用キャスターは、キャスターのみ出荷し、
お客様にて交換していただくものです。

キャスターWストッパー付

アジャスターをまわすことによって、高さの微調節
が可能です。本体に取り付けた状態での出荷と
なります。

アジャスター仕様

屋外用に中型双輪のしっかりキャスター

キャスター60（4ヶセット）

メニュースタンド　 標 準
電飾スタンド　　 標 準

ゴム車輪キャスター4ヶ（内2ヶストッパー付き）と、
ベースと柱の取り付け部分に三角補強板を取り付
けた状態での出荷となります。

260補強＆キャスタ

スタンド看板（260）　 オプションスタンド看板（255）　 オプション

アジャスター 大型のアジャスター

スタンド看板（255） 標 準パネルスタンド

ポスタースタンド

サインスタンド

オプション
標 準

標 準

標 準
オプション

オプション

（4ヶセット） （1ヶ）

補修用キャスター

線材用パネル受け

イーゼル（MS179・MS181・MS182）　 オプション

パネル受け押え150 パネルを2枚乗せする場合に使います。

イーゼル（MS189・MS190・MS191・MS192）　 オプション

（左右2ヶセット）（上下2ヶセット）

パネル上部の押えにも使えます。
写真のMS181は2セット付けてます。

装備品・詳細（標準・オプション）
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A型スタンド、人型スタンドのウエイトを乗せる台として、またスタンドの開き止め、閉じ止めとして
お使いいただけ、取りはずしも可能です。（商品サイズによって長さが異なります。）

保持パイプ（ウエイト乗せバー）

水や砂を入れて使う、お手軽ウエイトです。

ポリウエイトM-909（満水時1ヶ11kg）

バナースタンド　 オプション
イーゼル・ポスタースタンド　 オプション
スタンド看板・電飾スタンド　 オプション

保持パイプセット時 保持パイプとウエイトセット時

スタンド看板（240・299・243）　 オプション
ポスタースタンド　　 標 準 　 オプション

屋外用イーゼル、大型ポスタースタンドのウエイトを乗せる台として、またスタンド
の開き止め、閉じ止めとしてお使いいただけ、取りはずしも可能です。

保持パイプ（ウエイト乗せバー）
保持パイプセット時 保持パイプとウエイトセット時

イーゼル（MS182・MS179・MS181）　 標 準
ポスタースタンド（2378）　　　　　　　 標 準

ポスタースタンド（2371・2373・2376）　 オプション
（2372 B2、A1・2374 B2、A1・2377 B2、A1）

ポスタースタンド（2372 B1・2374 B1・2377 B1）　　 オプション

A型スタンド、人型スタンドのウエイト（スタンドの開き止め、閉じ止め）としてお使いいただけます。

開き止めウエイト561（5kg） 開き止めウエイト805（6.5kg）
240  300×600にセット時 240  450×900にセット時

スタンド看板（240 h600）　 オプション スタンド看板（295・240 h900、h1200・299・243）　 オプション

DC（ダークシルバー） DC（ダークシルバー）

材質：スチール塗装仕上 材質：スチール塗装仕上

フラットウエイト　7K（6.8kg）
裏面

フラットウエイト7KC

C（シルバー）

フラットウエイト7KW

W（ホワイト）

フラットウエイト7KK

K（ブラック）

２枚並べてセット
２枚並べているのがわ
かるように離してセッ
トしています。

３枚並べてセット
１枚板のようにスッキリ見
えます。
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スチールウエイト
（11kg）

2384 FE470

スチール板のウエイトです。本体に取り付けた状態での
出荷となります。

ポスタースタンド・メニュースタンド（2365）・スタンド看板・電飾スタンド　 オプションF464

258・256
257・260

スチールウエイト
14K2（14kg）

FE467・F467

電飾スタンド　 オプション

本体に取り付けずに出
荷となります。

スチールウエイト
1.8（1.8kg）

スチールウエイト
2.5（2.5kg）

インフォメーションスタンド
オプション

オプション表記のない商品に使用すると、スタンドのベースや脚部の
形状、サイズによってはぐらついたり、安定しない場合があります。

ご注意

移動したり持ち上げたりする際は必ずウエイトをはずして行ってくださ
い。ウエイトが落ちてけがをしたり、床がキズ付いたり、本体脚部が壊
れたりする場合があります。

ご注意

ドームウエイト　6K（6kg）

ドームウエイトは様々なスタンドに使える便利なウエイトです。

C（シルバー）

M-981　2379

M-979

M-979　2517

M-980 M-981

M-980　MS168 M-981×2　2383 M-981×2　2147 M-979　2154

M-979　2106 M-981　MS162 M-979　2108 M-979　MS179 M-981　MS182 M-981　869

スタンド類にドームウエイトをセットした写真の中には、商品ページにオプション表記のない商品もありますが、参考のために掲載しています。
キャスター付きのパネル用スタンドや脚部の髙い屋外用イーゼル、バナースタンドは少し浮いた状態になるのでぐらつきます。

W（ホワイト） K（ブラック）

装備品・詳細（オプション）

2393

466



丸ウエイト1ポール（1.8kg） 丸ウエイト2ポール（1.8kg）

丸ウエイト1ポールC 丸ウエイト2ポールC

ポール型スタンドのウエイトとして使います。
ベースカラーの同系色が基本となります。

ポール型スタンドのウエイトとして使います。
ベースカラーの同系色が基本となります。

フロアスタンド（2308・2333・2335）　 オプション フロアスタンド（2338・2341・2342・2343・2349）　 オプション
サインスタンド（2701・2702・2703）　 オプション

上下にずらして
2つに分けます。

ポールにはさんで
組み合わせます。

上下にずらして
2つに分けます。

セット完了 ポールにはさんで
組み合わせてセット完了。

丸ウエイト1ポールW 丸ウエイト2ポールW丸ウエイト1ポールK 丸ウエイト2ポールK

C（シルバー）

ポスタースタンド・スタンド看板　 オプション

ハーフパイプウエイト　5K（5kg）

ハーフパイプウエイト
脚部がバータイプのポスタースタンドやスタンド看板にお使いいただけます。
（屋外で使用するには重さが足りない場合があります）

C（シルバー）

C（シルバー）W（ホワイト） W（ホワイト）K（ブラック）

スタッキングベース仕様に変更できます。
ベースカラーの同系色が基本となります。

フロアスタンド（2335・2308）　 オプション
POPパネル用スタンド（2112・2148）　 オプション
POPスタンド（2323）　 オプション

φ300スタッキングベース

収納の際、
重ねることができるので
場所をとりません。

C（シルバー） W（ホワイト） K（ブラック）

K（ブラック）

表面 表面裏面 裏面

材質：スチール塗装仕上 材質：スチール塗装仕上
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オプションウエイト適応表

オプションウエイト 適応商品

ドームウエイト　6K　（6kg）

217 2101 2146 2147 2303 2308 2326 2335 
2362 2363 2364 2367 2368 2369 2379 2383 
2517 2701 2702 869Z MS167 MS168 MS169 MS170 
MS183 MS184 MS185 MS186 

丸ウエイト1ポール　（1.8kg）

2308 2316 2318 2323 2327 2333 2335 2362 
2363 2364 2511 2512 2513 2701 2702 2703

丸ウエイト2ポール　（1.8kg）

2338 2341 2342 2349 2508 2515 2516 2518

フラットウエイト　7K　（6.8kg）

244 263 264 2501 2502 2503 2504 2505 
2506 2815 F477 FE477

ハーフパイプウエイト　5K　（5kg)

2371 2372 2373 2374 2376 2377 2386 2387 
2395 2396 2397 2605 2606 2607 2608 2801 
2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2811 
2812 2813 2814

開き止めウエイト561
（5kg)

開き止めウエイト805
（6.5kg)

240 243 299

ポリウエイト11K　（満水時11kg） 240 241 243 244 255 261 263 264 
271 299 2240 2357 2371 2372 2373 2374 
2376 2377 2378 2386 2387 2388 2389 2391 
2392 2393 2395 2396 2397 2501 2502 2503 
2504 2505 2506 2605 2606 2607 2608 2801 
2802 2803 2804 2811 2812 2813 2814 2815 
F460 F477 FE477 MS179 MS181 MS182 MS195

M-979　C（シルバー） M-980　W（ホワイト） M-981　K（ブラック）

C（シルバー）

C（シルバー）

C（シルバー）

W（ホワイト）

W（ホワイト）

W（ホワイト）

C（シルバー）

M-909

K（ブラック）

K（ブラック）

K（ブラック）

DC（ダークシルバー） DC（ダークシルバー）

後付けできるウエイトの適応表です。一商品に数種類のウエイトが使えるものもあります。
屋外や風の影響を受ける場所ではポリウエイトをおすすめします。
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メニュースタンド　オプション一覧
メニュー帳台・出力セット 記名台 メニュー帳台・出力セット

2367 2368 2379 2369 2365

K W K NA K K K

A3ヨコ A3ヨコ A3ヨコ 350角 350角 A3ヨコ 570×390

ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル

透明ファイル
A4
（上部穴あり、ひも付属）

○ ○ ○ ○ ─

透明ファイル
A4ハーフ
（上部穴あり、ひも付属）

○ ○ ○ ○ ─

文
字
付
プ
レ
ー
ト

営業中両面
表示プレート
（上部穴あり、ひも付属）

○ ○ ○ ○ ─

OPEN両面
表示プレート
（上部穴あり、ひも付属）

○ ○ ○ ○ ─

待ち時間
表示プレート ○ ○ ○ ○ ─

記名台
表示プレート
（上部穴あり、ひも付属）

─ ─ ○ ─ ─

プ
レ
ー
ト
設
置
ホ
ル
ダ
ー・ラ
ッ
ク

プレートホルダ
金具45 ○ ○ ─ ─ ─

プレートホルダ
金具25 ─ ─ ○ ─ ─

メニュー用
ワイヤーラック
ラックポケット内寸  W295×H195×D40
下部ワイヤー受け幅  W160

○ ○ ○ ─ ─

マ
グ
ネ
ッ
ト

マグネットバー
白１本 ○ ○ ○ ○ ○

ウ
エ
イ
ト

M-980 W（ホワイト） ─ ○ ─ ─ ─ ─

M-98１ K（ブラック） ○ ─ ○ ○ ○ ─

スチールウエイト
（11ｋｇ） ─ ─ ─ ─ ○

片面

両面
営業中

両面

片面
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パンフレットラック付きスタンド

パンフレットラック付き仕様　P.296～300に商品内容を掲載しております。

メーカーオプション 特注仕様 オプション

ポスタースタンド・掲示板スタンド・インフォ
メーションスタンド・メニュースタンドの一体型
パンフレットラック付き仕様

ポスタースタンド・スタンド看板の一体型パン
フレットラック付き仕様

パネルスタンド・POPパネルスタンド・POPス
タンド・フロアスタンドなどポール型スタンドに
取り付けるパンフレットラック

アクリルタイプとワイヤータイプをお選びただけます

292　A4パンフレット用
292 S A1
パンフアクリル仕様（A4×2列）
パンフワイヤー仕様（A4×2列シルバー）

292 S B1
パンフアクリル仕様（A4×3連）
パンフワイヤー仕様（A4×3列シルバー）

2354　A4三ツ折パンフレット用
2354 S-C A3ヨコ
パンフアクリル仕様（A4三ツ折×3列）
パンフワイヤー仕様（A4三ツ折×3列シルバー）

2359　A4三ツ折パンフレット用
2359 K A3ヨコ
パンフアクリル仕様（A4三ツ折×3列）
パンフワイヤー仕様（A4三ツ折×4列ブラック）

2355　A4三ツ折パンフレット用
2355 K A3ヨコ
パンフアクリル仕様（A4三ツ折×3列）
パンフワイヤー仕様（A4三ツ折×4列シルバー）

2357　A4三ツ折パンフレット用
2357 K 600×450
パンフアクリル仕様（A4三ツ折×4列）
パンフワイヤー仕様（A4三ツ折×4列シルバー）

2601　A4パンフレット用
2601 C 600×900
パンフアクリル仕様（A4×2列）
パンフワイヤー仕様（A4×2列シルバー）

2601 C 800×1200
パンフアクリル仕様（A4×3連）
パンフワイヤー仕様（A4×3列シルバー）

メーカーオプション
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ポール型スタンドに取り付けるパンフレットラック　P.302・303に商品内容を掲載しております。

パンフレットラック付き仕様　P.301に商品内容を掲載しております。

中ポール（φ15.9）用

細ポール（φ12.7）用

極細ポール（φ8・φ10）用

271　A4三ツ折パンフレット用 256　A4三ツ折パンフレット用 260　A4パンフレット用
271　パンフアクリルB2仕様
（A4三ツ折×3列）両面

256　パンフアクリル450×1200仕様
（A4三ツ折×3列）両面

260　パンフアクリル600×900仕様
（A4×2列）両面

Pラック21
アクリル
（A4三ツ折）

Pラック31
アクリル
（A4三ツ折）

Pラック11
アクリル
（A4三ツ折）

Pラック22
ワイヤーシルバー
（A4三ツ折）

Pラック32
ワイヤーシルバー
（A4三ツ折）

Pラック12
ワイヤーシルバー
（A4三ツ折）

Pラック23
ワイヤーブラック
（A4三ツ折）

Pラック33
ワイヤーブラック
（A4三ツ折）

Pラック14
ワイヤーシルバー
（A4）

【オプション対応商品】

【オプション対応商品】

【オプション対応商品】

フロアスタンド（2308・2335）

フロアスタンド
（2338・2341・2342・2349）

パネルスタンド（2112・2113）
POPパネル用スタンド（2148）
POPスタンド（2323）

特注仕様

オプション

471471


	almode10_460-471



