
島上用スタンド

床置き用土台

モーターとLEDライト
のオン／オフは側面の
スイッチでそれぞれ切
り替え可能です。

島上設置仕様

側面スイッチ 回転と点灯消灯はそれぞれスイッチ1つ♪

床置き仕様

※側面は実際は黒アクリルで
　内臓LEDは見えません。
　写真は開発時のものです。

スタンドのU型部分に
本体リールをセット!

モーター（回転）
オンオフスイッチ

LEDライト
オンオフスイッチ

ヒューズ

リール内部に
白色LEDを内臓!!

収納に便利♪
島上用スタンドは
折りたたみ式!!

工具不要で
簡単設置!!

島上用スタ
ンドに

ドライバー
1本で

簡単取り付
け!!

キャスター付きだから
移動もらくらく♪

掲載画像はイメージです。実際の商品とは色味など異なる場合がございますが、予めご了承ください。商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

島上の賑やかし
に!!

注目度抜群
!!

妻板前や

島入り口に
!!

フルモデルチェンジ!!
新しくなったLEDセブンフラッシュ堂々登場!!

内照式巨大オブジェで注目度抜群!!
新機構搭載で新しくなったLEDセブンフラッシュ!!

島上用スタンドに床置き用土台を取り付
ければ、床置きでのご使用も可能です♪

床置き用土台オプション

NEW ARRIVAL!!NEW ARRIVAL!!PICK UP!! 新商品のご案内



お好きな形にカット
したアクリルを接着
して小物入れなど♪

アクリル＋黒カルプで
立体的なオブジェ！

お客様の「欲しい」をカタチに!!

シリンダー
ラバーマット

デコパネルLED

アルミ複合板＋UV印刷
で長期間使えるオブジェ
など！

オリジナリティ溢れるラ
バーマットは大量生産も
可能です！

フラッシュBOX

カルプサイン

ラウンド
ボックス

スパークリング
カラーオブジェ

ジュエリーボックス

メモリーライトフォト

ホール内・島上・幕板・妻板など…豊富な資材と各種メディアで

オリジナリティ溢れるオブジェで他店と差のあるホール装飾を!!

社内一貫生産で短納期・低価格!!

1個から作成いたします!!

ルーター

作成事例

　ナイフによる切断、エンドミルによる切削な
ど厚み50mmの加工にも対応した多機能・高性
能加工機。角丸・円形・自由形状の輪郭カット
の他文字などの複雑なカットも可能です。
大量生産も誤差なく正確にカットできます。

アクリル

ピンクの枠内を「COCOAR2」の
アプリでスキャンしてください。
制作事例の動画をご覧頂けます。

カラー：透明
厚み：2㎜・3㎜・5㎜・6㎜
最大サイズ：1,100㎜×1,700㎜
加工が容易で、あらゆるオブ
ジェの作成が可能です。

カルプ

ゴムシート

アルミ複合板

カラー：白・黒
厚み：30㎜・50㎜
最大サイズ：1,700㎜×2,300㎜
多素材と組み合わせること
で厚みを出したり出来ます。

カラー：白・黒　　厚み：3㎜
最大サイズ：1,100㎜×2,300㎜
軽くて丈夫で屋外使用も可能!

スチレンボード
カラー：白・黒　厚み：5㎜・7㎜
最大サイズ：1,150㎜×2,350㎜

アクリル＋UV白インクで
光るオブジェの出来上がり!

細かいカットも
お任せください!

「オンリーワンの店作り」お任せください!!!
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カタログNo.
お問合せ時はこちらの番号をお伝え下さい。
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サークル 

ラウンド

GRIP PANEL グリップパネル

タペストリーハンガーシリーズ
TAPESTRY HUNGER
SERIES

B0 B1 B2 B1HALFB3 B4 B4HALF

A0 A1 A2 A1HALFA3 A4 A3HALF A4HALF

四辺開閉式のポスターパネル! 前面が四辺開閉式で、工具なしで簡単にポスターの入れ替えが可能。
フレームカラーが3色から選べ、角もラウンドとスクウェアの2種類からカスタム可能です! 

TAPESTRY HUNGER
タペストリーハンガー

島入り口上、中央通路から目立つように
タペストリーハンガーを!

らくらく!!

四辺開閉式だから
ポスター交換

サイズ展開豊
富だから

設置場所に合
わせて

お選びくださ
い!!

選べる豊富なサイズ !

スペース有効活用!!
ハーフサイズなら

小スペースにぴったり!!

複雑な形も誤差なく綺麗に
カット出来るから、自由度の高い
タペストリーが作成出来ます！

デザインから形状の提案まで
お気軽にご相談ください!!

選べる!!
フレームカラー＆
コーナーデザイン

TAPESTRY HUNGER T
タペストリーハンガー T

ダブルの
告知効果!!

TAPESTRYHUNGER
MIDDLE

タペストリーハンガーミドル 通路沿いに
華やかさと
活況感を!

カタログNo.
お問合せ時はこちらの番号をお伝え下さい。

A006



店内の告知ポスターの注目度を高めたい！華やかさや楽しい雰囲気を出したい！
i Boardや i Flashに簡単に取り付けられるカスタマイズ商品なら低コストで気軽に雰囲気を変え
ることが出来ます。

ニューサイドフラッシュ
i Boardに取り付ければ注目度アップ！
i Flashに取り付ければより華やかな演出に！

■総合カタログP62-P63掲載

アルミバーを
フレームに固定し、
本体を化粧ビスで
固定するだけ！
※要工具

NEW SIDE FLASH

LED フラッシュミラー
LED FLASH MIRROR

i Board取付イメージ

i Board取付イメージ

i Board取付イメージ

流れるテープVer. RGBテープVer.

i Flash取付イメージ

i Flash取付イメージ

ミラーに突如現れ浮かび上がる文字で
お客様の注意を引き告知にプラスの効果を!!

化粧ビスと1枚目の
ミラーアクリルを
外し、メディアを
セットするだけ!!

らくらくメディア交換♪

かんたん取り付け♪

ミラーアクリル

メディア

■販促型録 Vol.02 P4掲載

デコパネル-LED
DECO PANEL-LED

i Boardを簡単カスタマイズ!
内照有無が選べるので置き場所自由!!

商品裏面の穴を化粧ビスの位置に合わせ、
フックをi Boardに引っ掛けて装着します。

化粧ビスに
はめる穴

フック

i Boardデコパネル裏面

■販促型録 Vol.01 P11掲載

Template 有

Template 有

Template 有

このマークのある商品は入稿用の
テンプレートが有ります。Template 有

133パターンの光が流れるバージョンと13色の
発光パターンバージョンの2種から選べます。

ピンクの枠内を「COCOAR2」のアプリでスキャン
すると商品の動画をご覧頂けます。

ココアルスキャン!

ココアルスキャン!

ココアルスキャン!

i Flashの光り方と同じ
パターンで統一感を!!
別のパターンを設定す
れば、注目度アップ!!

厚さはわずか45mmで
見た目もスマート!!

シンプルなLEDサイン
だから、メインの告知
を邪魔しません!!

工具要らずで簡単だから、
お使いのiBoardにすぐに
装着して使用できます！

内照式と非内照式の
2種をご用意！設置
場所に合わせてお選
び頂けます！

いつものi Boardが
華やかに!!お客様
の 目 を 引 く 効 果
アップ!!

ミラーの
状態時

点灯時

ぱっ

掲載画像はイメージです。実際の商品とは色味など異なる場合がございますが、予めご了承ください。商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

133パターンの光
で

効果的な演出
を!!

「こんな形で作りたい」
形 状カットのご相談は
お気軽に!

工具不要!!

カタログNo. お問合せ時はこちらの番号をお伝え下さい。A005



かんたん取り付け♪

商品裏面の穴を化粧ビスの位置に合わせ、
フックをi Boardに引っ掛けてネジを締め
れば完了です。

内照有り 枠サイズ：40㎜×30㎜
内照無し 枠サイズ：30㎜×30㎜

フック
化粧ビス用穴

裏面に4箇所

フチピカ
FUCHIPIKA!!

i Boardがi Flashに大変身!!
簡単取り付けですぐに光ります！

■総合カタログ Vol.11 P30-P31掲載

アイボード バックメディア
I BOARD BACK MEDIA

UV印刷＋特殊カットでオリジナリティ溢れる
世界で一つのアイボード!!

■総合カタログ Vol.11 P98-P99掲載

Template 有

オリジナルブックレット
ORIGINAL BOOK LET

i Boardのビスで取り付けるだけで、
簡単にブックレットに早変わり！

商品お買い上げのお客様には、その商品に合わせた
デザインを無料でご提供致します。
❶まずはお電話・メールにて
　「サンプルデザイン集」を
　ご請求下さい。

❷「サンプルデザイン集」から
　お好きなデザインをお選び
　下さい。

●印刷・加工代を含むメディア代は有料です。●商品ご注文時にお申し込み下さい。●データでのお渡しは出来かねます。
●校正内容によっては、別途料金が発生する場合がございます。●店名の挿入・文言の追加変更など多少のデザイン変更も対応致します。

■総合カタログ Vol.11 P106-P107掲載

i Board取付イメージ

i Board A1 取付イメージ

i Board A1 取付イメージ
ポスターサイズ：A1 HALF
B6用冊子入れ3つ

ポスター用
ポケット

B6用冊子入れ A6用冊子入れ

ポスターサイズ：A1 HALF
B6用冊子入れ3つ

i Board Mirror
取付イメージ

ポスターサイズ：A1
B6用冊子入れ1つ

i Board Back Media
取付イメージ

i Board A1HALF
取付イメージ

使用中のi Boardを有効活用!!
簡単取付でi Flashに大変身!!

盤面に告知をUV印刷で
直接プリント!
長期的な告知や店内案
内図などに最適です。

視認性アップ!!

ポスターを明るく
照らす、内照付き
バージョンもご用
意しております!!

ポ スター を
入 れて W の
告知効果!!

バックメディアや
アイボードミラー
などと組み合わせ
ればさらにオリジ
ナリティアップ!!

バックメディア

i Board透明アクリル

横から見た図

i Boardのメディア交換と同じように
透明アクリルの下にセットしビスで
固定するだけ♪トップ・サイドにデザインをする際は、フレームから飛び出る

長さの最大は120mmとなります。

化粧ビス

冊子入れ・ポスター用ポケットのサイズ
や数は盤面サイズによりますが、お好
みで組み合わせ可能です！
取付可能数やサイズに関しては、お気
軽にお問い合わせください。

FREE DESIGN

FREE DESIGN

無料提供デザイン

かんたん取り付け♪

ご注意

❸商品ご注文時にご希望の
　デザインをお伝え下さい。
　例）新台入替サンプル01

❹メディアサイズに合わせて
　リサイズ。校了後、商品と
　ご一緒に納品致します。

無料デザインサンプル一例

デザインパターン盛りだくさん !!!




