
設置や片付けがサッとできます。

別売りのホワイトボード、ブラックボードを組み合わせれば
水性マーカーでオリジナリティーのある表現ができます。

移動に便利な持ち手付き

メーカーコード　4973655※表示価格には消費税が含まれておりません。
※価格は商品１コ当たりのものです。

店舗用品

グリーン購入法適合品

環境にやさしい再生材料を使用しています。

スタンドサイン
標識が視認しやすいシンプルなデザイン。
付属機能付きが仲間入り！

シルバー イエロー

■サイズ/48×34×80H(cm) 
■製品重量/3kg（満水時重量/約34kg ） 
■材質/ポリエチレン

スタンドサイン 80
￥22,000 (税抜)　入数　1

47870-7
47873-8

シルバー(SV)
イエロー(Y)

注水口

48 34 (cm)

80

面板取り付け例

80

お店の看板としても

スタンドサイン 80 
折りたたみ

■サイズ/46.5×47.5×77H(cm) 
[折りたたみ時/46.5×16×80H(cm)] 　
■製品重量/5.1kg（満水時重量/約15.1kg）
■材質/本体・キャップ:ポリエチレン、
止め具:ポリカーボネート、持ち手カバー:合成ゴム

￥30,000 (税抜)　入数　1

93739-6ブラック(BK)
93749-5イエロー(Y)

折りたためるので、設置・片付けが簡単です。

イエローブラック

面板取り付け例

80 折りたたみ

注水口

46.5 47.5 (cm)

77

簡単に差し替えできる
面板

人や車にやさしい
ブロー成形の本体
(プラスチック製)

注水口

倒れにくい
水タンク構造（中空）

※寒冷地でご使用の場合は不凍液、もしくは砂を入れてください。



メーカーコード　4973655※表示価格には消費税が含まれておりません。
※価格は商品１コ当たりのものです。

スタンドサイン 120 プラチェーン付

■サイズ/46×46×120H(cm) 　
■製品重量/6.8kg（満水時重量/約57.6kg）
■材質/本体・キャップ・チェーン:ポリエチレン、
止め具:ポリカーボネート、チェーン収納フタ:ポリプロピレン、
チェーンリング:ステンレス　■チェーン有効長さ/約210cm

￥40,000 (税抜)　入数　1

93747-1イエロー(Y)

付属のチェーンで、簡単に仕切りができます。

面板取り付け例

120 プラチェーン付

46 46 (cm)

120

スタンドサイン 120 のぼりホルダー付

■サイズ/51×46×120H(cm)
のぼりホルダーサイズ/内径2.6×長さ50(cm)
■製品重量/6.6kg（満水時重量/約59kg）
■材質/本体、キャップ:ポリエチレン、
止め具:ポリカーボネート、のぼりホルダー:塩化ビニル樹脂

￥38,000 (税抜)　入数　1

93748-8イエロー(Y)

サインとのぼりの相乗効果で、効率的な集客ができます。

面板取り付け例

120 のぼりホルダー付

51 46 (cm)

120※のぼり（旗、ポール）は付属しておりません。

お好みの、のぼりを立てることが
できます。

チェーンが本体に収納されて
いるので、取り出しや片付け
が簡単です。

S字フックで、本体とチェーンを
連結することができます。

のぼりホルダー付き

プラチェーン付き

チェーンをお好みの
長さに調節できます。

ストッパー構造

S字フック付き

注水口

注水口



メーカーコード　4973655

シルバー イエロー

■サイズ/46×46×120H(cm) 
■製品重量/6kg（満水時重量/約52kg) 
■材質/ポリエチレン

スタンドサイン 120
￥35,000 (税抜)　入数　1

47860-8
47863-9

シルバー(SV)
イエロー(Y)

注水口

46 46 (cm)

120

面板取り付け例

面板取り付け例

■サイズ/42.5×42.5×125H(cm) 
■製品重量/5.2kg（満水時重量/約59kg）  
■材質/ポリエチレン

スタンドサイン 125R
￥28,000 (税抜)　入数　1

47850-9
47853-0

シルバー(SV)
イエロー(Y)

注水口

42.5 42.5 (cm)

125

シルバー イエロー

125R

120

2007年 グッドデザイン賞受賞

■サイズ/30.5×24.5×100H(cm) 
■製品重量/3kg（満水時重量/約15.5kg）  
■材質/ポリエチレン

ガイドサイン 100
￥22,000 (税抜)　入数　1

47900-1
47901-8

シルバー(SV)
ブラック(BK)

シルバー ブラック

面板取り付け例

100

30.5 24.5

ガイドサイン100用面板 
入数　1　

ホワイト クリア

■サイズ/25×72.5×0.15厚(cm)  
■材質/PET
※両面に使用する場合は2枚必要です。

(cm)

94760-9
 ￥1,900(税抜)
94761-6

 ￥1,800(税抜)

100-00 100-99

環境にやさしい再生材料を使用しています。

エントランスをスマートに演出するコンパクトサイズ。

グリーン購入法適合品

ガイドサイン

サンドイッチ面板

自分でプリントアウトした情報も
簡単に掲示できます。

※サンドイッチ面板は受注生産です。
詳しくはお問い合わせください。

※面板は上記のガイドサイン100用面板とは
　別のものになります。（0.1cm厚）

A4用紙2枚を、ホワイトとクリアの
面板の間に差し込みます。



メーカーコード　4973655

富山市水橋桜木136 〒939-0592 TEL(076)478-2177 FAX(076)478-2259 www.richell.co.jp
※製品仕様、梱包仕様、色、及び価格は予告なく変更することがあります。
※印刷のため色調は実物と異なることがあります。
※表示価格には消費税が含まれておりません。

1905

オリジナル面板例

■サイズ/38.7×76.6×0.17厚(cm) 
★マーク商品サイズ/38.7×76.6×0.15厚(cm) 
■材質/PET

※両面に使用する場合は2枚必要です。
※ホワイト、クリアの価格は右記の価格です。
※ホワイト、クリアは厚みが違います。

面板 120
￥3,100 (税抜)　入数　1

■サイズ/φ37×0.12厚(cm)
★マーク商品サイズ/φ37×0.10厚(cm)
■材質/PET

※両面に使用する場合は2枚必要です。
※ホワイト、クリアの価格は右記の価格です。
※ホワイト、クリアは厚みが違います。

面板 125R
￥2,300 (税抜)　入数　1

80-03N 80-04N80-01N 80-02N

ユニバーサルデザインを採用し、視認性を向上させた面板デザイン！

※オリジナルの面板も作製できます。詳しくはお問い合わせください。

94770-8 94771-5

80-08N 80-09

94774-6 94775-394772-2 94773-9

80-ホワイト★

94766-1
￥2,200(税抜)

94768-5
￥10,000(税抜)

マーカー用
ホワイトボードN80-クリア★

94767-8
￥2,000(税抜)

94769-2
￥10,000(税抜)

マーカー用
ブラックボードN

120-06N 120-07N

120-ホワイト★

120-03N 120-04N120-01N 120-02N

94780-7

120-08N 120-11 120-12 120-13 120-14

94786-9 94787-6 94788-3 94789-0 94790-6

94781-4 94782-1

94778-4

94783-8 94784-5 94785-2

120-クリア★

94779-1

ホワイト クリア

ホワイト クリア ホワイト

ホワイト クリア

￥2,600(税抜) ￥2,300(税抜)

125R-08N

125R-13N 125R-15N

125R-01N 125R-02N 125R-03N 125R-04N

125R-ホワイト★
94791-3 94792-0 94793-7 94794-4 94795-1

94796-8 94797-5 94798-2

125R-クリア★

94799-9
￥2,200(税抜) ￥1,700(税抜)

■サイズ/39.2×47×0.17厚(cm) 
★マーク商品サイズ/39.2×47×0.15厚(cm) 
■材質/PET

※両面に使用する場合は2枚必要です。
※ホワイト、クリア、マーカー用ボード
の価格は右記の価格です。
※ホワイト、クリアは厚みが違います。

面板 80
￥2,600 (税抜)　入数　1

【使用上の注意】

  ○公道では使用しないでください。
  ○台風などの強風時は使用しないでください。
  ○ひきずらないでください。

ブラック




