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■ 案内サイン
W1.128 × H1.500㎜
表示：900 × 700㎜　インクジェット 　
SUS プレート +SUS・アルミ + 御影石　ｔ 3.0 アルミ表示

■ 解説サイン
W1.128 × H1.500㎜
表示：900 × 700㎜　インクジェット 　
SUS プレート +SUS・アルミ + 御影石　ｔ 3.0 アルミ表示

ＵＲ高坂　遊歩道サイン
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■ 誘導サイン
表示：インクジェット上面マップ
　　　カッティングシート　ｔ 3.0 アルミＰＬ
本体：グレー御影石□ 150　Ｈ 900　側面ﾋﾞｼｬﾝ

■ 占有・注意サイン
表示：インクジェット　400 × 300
SUS 支柱　H1.050

■ 清水サイン
表示：カッティングシート t3.0
　　　アルミＰＬ　※上面ﾏｯﾌﾟなし
本体：グレー御影石□ 150　Ｈ 900
　　　側面ピシャン

■ 園名サイン
表示：800 × 550㎜
　　　t3.0 アルミＰＬ　SUS 切文字ｔ 3.0
本体：グレー御影石 W900 × H600 × D300㎜
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都立長沼公園

■ 指導標案内サイン
表示：W280 × H150㎜　t1.0 アルミ表示板
　　　スーパーカラーＲ印刷（高耐候ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ）
　　　アルミバックベース t2.0
　　　ジョイント金具

神代植物公園

■ 樹木解説板
表示：Ｗ 600 ×Ｈ 400㎜　ｔ 1.0 アルミ基板
　　　スーパーカラーＲ印刷板
支柱：Ｋ -68 Ｎ（改）　Ｈ 835　傾斜型
　　　ステンレス製　焼付塗装

■ タイムカプセル説明板
Ｗ 600 ×Ｈ 600㎜　t1.0SUS ｴｯﾁﾝｸﾞ板
ｔ 3.0 アルミバックベース　4 スミ穴加工
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都立尾久の原公園

■ 尾久の原公園　注意サイン
Ｗ 500 ×Ｈ 650㎜　
インクジェット印刷　ｔ 0.5 ターポリン
ハトメ加工

街路樹モデル園 解説案内板 代々木公園 花の見所掲示板

表示；W960 × H560㎜　スーパーカラー R 印刷
支柱本体；T1113 型（ステンレス製傾斜型）
　　　　　W1.097 × H1.249㎜　１色焼付塗装

表示：Ｗ 1.320 ×Ｈ 860㎜　
　　　高耐候インクジェット表示　案内マップ入り
　　　マグネット対応基板
支柱：特注掲示板　アルミ押出型材　
　　　Ｗ 1.528 ×Ｈ 1.650 ×Ｄ 100㎜
　　　アルミ押出型材　ブロンズアルマイト仕上げ
　　　跳ね上げ扉（透明アクリルｔ 5.0）
　　　下部パッチン錠・備品付き
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晴海臨海公園　園名サイン

W2.200 × H1.500 × 150㎜　US 箱文字・切文字　
上部；パンチングメタル下地　下部；SUS １色焼付け塗装プレート加工

野外卓用将棋盤 荒川区　制札板

330 × 360㎜　
t2.0　SUS304 材
ステンレスエッチング板
ＨＬ仕上げ

表示；Ｗ 900 ×Ｈ 600㎜　Ｗ 900 ×Ｈ 150㎜
　　　スーパーカラーＲ印刷　アルミ基盤　
　　　平リブ・Ｕバンド
支柱：Ｈ 1.750㎜　φ 60.5　スチールパイプ
　　　焼付塗装１色　２本
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運送会社　壁面看板 さいたま市 多目的広場利用案内サイン

ファザード看板本体　H900 × W4.000 × D125㎜
シート切文字貼　内照式－ LED モジュール

表示；W1.200 × H1.000㎜　ｽスーパーカラー R
          制札ピクト表示
支柱；ラブロック L1419（改）型　H1.760㎜

都営新宿線　東大島駅　トイレサイン

男子手洗所標　300 × 300㎜　ｔ 3.0 塩ビ　シルク１色
点字手洗所標　100 × 70㎜

女子手洗所標　300 × 300㎜　ｔ 3.0 塩ビ　シルク１色
点字手洗所標　100 × 70㎜

ベビーチェア利用標
150 × 150㎜　
インクジェット

だれでもトイレ利用標
350 × 220㎜　インクジェット

点字手洗所設備票　250 × 350㎜
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防災サインシリーズ　ＵＲ金町第一団地

消灯時

点灯時

消灯時

点灯時

■ 記名サイン
ＡＤ -3 特注（ソーラーＬＥＤ付き）
表示：□ 120　SUS 切文字
ｔ 3.0　ＨＬ
本体：Ｗ 910 ×Ｈ 1.800㎜　
ＡＤ -3 型　
アルミ押出型材

■ LLS タイプ L1216 型（照明付案内板）
表示：Ｗ 1.000 ×Ｈ 500㎜　スーパーカラーＲ
　　　簡略案内マップ入り
本体：ラブロックＬ 1216 型
　　　Ｗ 1.200 ×Ｈ 1.610㎜　
　　　ＬＥＤ／ソーラー照明ユニット付き
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問い合わせ先

●東京営業所
〒 105-0004　東京都港区新橋 3-13-5　新橋カシマビル 4F
TEL. 03-5404-7222　　FAX. 03-5404-7221

●鎌倉本社
〒 247-0056　神奈川県鎌倉市大船 2-14-13　　出版・管理　　TEL.0467-45-5119( 代 )　　FAX. 0467-45-6591

●横浜営業所
〒 231-0005　神奈川県横浜市中区本町 1-5-2　ロワレール横浜本町県庁前 305 号　
TEL. 045-650-3139　　FAX. 045-663-3019

●大阪営業所
〒 540-0032　大阪府大阪市中央区天満橋京町 3-5　福助ビル 901 号　　TEL. 06-6942-8466　　FAX. 06-6942-8449

●東北営業所
〒 020-0878　岩手県盛岡市肴町 3-3　チスガリバーサイドハウス 207 号
TEL. 019-622-4520　　FAX. 019-622-4533

●北海道営業所
〒 065-0032　北海道札幌市東区北三十二条東 16 丁目 1-5 ノースパレス元町 606 号
TEL. 011-374-6921　　FAX. 011-374-6931

●仙台営業所
〒 980-0803　宮城県仙台市青葉区国分町 3 丁目 8-17 日東ハイツ 707 号
TEL. 022-393-8374　　FAX. 022-393-8536



http://www.aboc.jp


