※単3電池1本使用(別売り)
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00725
シルバーフォトフレーム(L版)
￥1,400

00718
シルバーWフォトフレーム(L版)
￥2,500

00701
シルバーWフォトフレーム時計付(L版)
￥3,000

●商品サイズ/約166×128×9mm 重量171g
●材質/アルミ
●化粧箱入り(サイズ／約179×140×23mm) 総重量209g
●1カートン入数／72個
●中国製
L版＝サービスサイズの写真などが収納できます。
JAN：4544908000725

●商品サイズ/約166×257×9mm 重量358g
●材質/アルミ
●化粧箱入り(サイズ／約179×140×33mm) 総重量404g
●1カートン入数／36個
●中国製
L版＝サービスサイズの写真などが収納できます。
JAN：4544908000718

●商品サイズ/約166×259×9～37mm 重量420g
●材質/アルミ
●化粧箱入り(サイズ／約175×137×59mm) 総重量482g
●1カートン入数／36個
●中国製
L版＝サービスサイズの写真などが収納できます。
JAN：4544908000701

00121
メタルフォトフレーム サービス
￥1,400

00114
メタルフォトフレーム ハガキ
￥1,600

●商品サイズ／約160×120×15㎜ 重量198g
●材質／メタル(クロムコーティング)
●箱入り(サイズ／約168×130×23mm) 総重量240g
●1カートン入数／72ヶ
●中国製
●7.8～11.7×11.6～15.5㎝の写真などが収納できます。

●商品サイズ／約176×127×15㎜ 重量218g
●材質／メタル(クロムコーティング)
●箱入り(サイズ／約188×138×23mm) 総重量260g
●1カートン入数／72ヶ
●中国製
●9～10.1×14～15.3㎝の写真などが収納できます。
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※単3電池1本使用(別売り)

00633
吸着フォトフレーム
￥1,200
●商品サイズ／約135×180×4mm 重量43g
●材質／PET・PS樹脂
●PP袋入り(サイズ／200×182×4ｍｍ) 総重量45g
●1カートン入数／100ヶ
●日本製
●ハガキサイズ(150×105mm)対応

何度でも貼りかえれる、脱着可能な吸着タイプ
●貼り付ける面の汚れ、ほこり、水分などをふき
取り、よく乾かしてください。
●ご使用になる壁などに、しっかりと押し付けて
貼り付けます。
※凹凸がある壁などには吸着しにくい為、おすす
めできません。
※ガラス面など表面の凹凸が少ない滑らかな面
に貼り付ける場合は、強力にくっつきますのでご
注意ください。

00114
吸着フォトフレームDX
￥1,600
●商品サイズ／約200×150×7mm 重量131g
●材質／PS樹脂・PET
●化粧箱入り(サイズ／210×157×26ｍｍ) 総重量177g
●1カートン入数／50枚
●日本製
●ハガキサイズ(150×105mm)対応

スタンド付き

A-1-2

00091
メタルＷフォトフレーム サービス
￥2,500

00381
メタルトリプル時計付フォトフレーム(サービスサイズ)
￥4,000

●商品サイズ／約160×245～120×12～24㎜ 重量390g
●材質／メタル(クロムコーティング)
●箱入り(サイズ／約168×130×30mm) 総重量420g
●1カートン入数／36個
●中国製
●7.8～11.7×11.6～15.5㎝の写真などが収納できます。

●商品サイズ／約160×369～245×35～45㎜ 重量590g
●材質／メタル(クロムコーティング)
●箱入り(サイズ／約260×171×50mm) 総重量690g
●1カートン入数／18個 ●中国製
●7.8～11.7×11.6～15.5㎝の写真などが収納できます。

※スタンドは別売りです。
※写真はイメージです。

00626
ミラーフォトフレーム
￥2,500
●商品サイズ／約200×150×7mm 重量131g
●材質／PS樹脂・PET
●化粧箱入り(サイズ／210×157×26ｍｍ) 総重量
177g
●1カートン入数／48枚
●日本製
●ハガキサイズ(150×105mm)対応
JAN：4544908000626

00138
フォトスタンドライト付 フルーツ
￥2,500

透明フォトフレーム
00602：ナチュラル
00619：ブラウン
￥2,500

●商品サイズ／約165×185×60mm 重量908g
●材質／レジン樹脂
●化粧箱入り(サイズ／約224×224×90mm) 総重量1023g
●1カートン入数／12個
●原産国／中国
●収納サイズ：77×105mm
JAN：4544908000138

19505
クリスタル湾曲フォトフレーム(Ｌ版サイズ)
￥1,000

●商品サイズ／約247×298×17mm 重量430g
●材質／フレーム：木製・ガラス
●化粧箱入り(サイズ／約254×308×21mm) 総重量470g
●1カートン入数／30個
●ハガキサイズ(150×105mm)対応
ナチュラルJAN：4544908000602
ブラウンJAN：4544908000619

19512
クリスタル湾曲フォトフレーム(ハガキサイズ)
￥1,500

●商品サイズ／約141×171×33mm 重量304g ●材質／ガラス ●中国製
●箱入り(サイズ／約177×148×40mm) 総重量350g ●カートン入数／48ヶ
●L版サイズ(130×90㎜)の写真などが収納できます。

●サイズ／約192×153×42㎜ 384g ●材質／ガラス ●中国製
●箱入り(サイズ／約161×200×53mm) 総重量444g ●カートン入数／36ヶ
ハガキサイズ(150×105㎜)の写真などが収納できます。

※中の台紙はイメージです。

19550
レーザー彫刻クリスタルフォトフ
レーム Ｌ版
￥3,600
●商品サイズ／約200×150×7mm 重量131g
●材質／PS樹脂・PET
●化粧箱入り(サイズ／210×157×26ｍｍ) 総重量
177g
●1カートン入数／48枚
●日本製
●L版(127×89mm)対応
JAN：4544908019550

19321
クリスタルフォトフレームＬ版(サービス)
￥1,650
●商品サイズ／約200×150×10mm 重量385g
●材質／再生ガラス
●箱入り(サイズ／約217×174×20mm) 総重量455g
●カートン入数／50ヶ
●日本製
※L版(127×89mm)対応

19543
レーザー彫刻ミラーフォトフレー
ム
￥4,150

19314
クリスタルフォトフレーム(ハガキ)
￥1,650
●商品サイズ／約200×150×10mm 重量385g
●材質／再生ガラス
●箱入り(サイズ／約217×174×20mm) 総重量455g
●カートン入数／50ヶ
●日本製
※ハガキサイズ(150×105mm)対応

19444
クリスタルフォトフレーム2Ｌ(キャビネ)
￥2,300
●商品サイズ／約230×170×10mm 重量610g
●材質／再生ガラス
●箱入り(サイズ／約195×246×25mm) 総重量660g
●カートン入数／36個
●日本製
※キャビネサイズ(180×130mm)対応

●商品サイズ／約200×150×10mm 重量385g
●材質／再生ガラス
●化粧箱入り(サイズ／約217×174×20mm) 総重
量448g
●1カートン入数／50個
●日本製
●ハガキサイズ(150×105mm)対応
JAN：4544908019543
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19130
クリスタルＷフォトフレーム ハガキ
￥2,500

19376
クリスタルフォトフレーム L版ペア(縦・横)
￥2,500

●サイズ／200×280×10㎜ 840g ●材質／再生ガラス ●日本製
●箱サイズ／224×297×20㎜ 964g ●箱形態／化粧箱 ●入数／25ヶ

●サイズ／約280×170×10mm 840g ●材質／再生ガラス ●日本製
●箱サイズ／224×297×20mm 964g ●箱形態／化粧箱 ●入数／25ヶ

無 料!!
(200個～)を作れます。
パントーンNO、でご指定ください。

カラーフォトフレーム
￥1,000
●サイズ／高さ約176×幅約130×厚み約16㎜ 重量約179g
●材質／樹脂 ●日本製
●箱サイズ／高さ約179×幅約133×厚み約19㎜ 重量約210g
●箱形態／白箱入り ●入数／80
●色柄／レッド ・ ブルー ・ グリーン ・ ブラック ・ ホワイト ・
シルバー ・ ブラウン

～高級クリスタルの特性～
通常のガラス(フロートガラス)に比べ、光透過性が高く非常に透明感があります。
また、無色透明で知られているクリスタルガラスよりも傷が付きにくいのも、特徴の1つです。
※フロートガラス
ガラスの原料である、ケイ砂に含まれる鉄分をそのままに製造したガラス(強度が非常に
強いが透明度が悪い)
※クリスタルガラス
ケイ砂の鉄分を出来る限り除き製造したガラス(無色透明であるが、強度が弱い)
※高級クリスタル
ケイ砂の鉄分を約50％取り除き製造したガラス(透明度が高く、強度が非常に強い)

■ハガキサイズ(150×112mm)・
Ｌ版＝サービスサイズ(130×90mm)の
写真などが収納できます。
■PCからプリントした写真紙にも対応可
です。
■写真などとの入れ替えも簡単に出来
ます。 品質の良い日本製で短い納期
で大量出荷も可能です。

フロートガラス、クリスタルガラスのよい部分を兼ね備えたガラスが『高級クリスタル』です。

19345

19352

19345
高級クリスタルフォトフレーム
￥3,000
●サイズ／200×150×10㎜ 380g ●材質／ウルトラホワイトガラス ●日本製
●箱サイズ／291×210×30㎜ 560ｇ ●箱形態／化粧箱 ●入数／30ヶ
●L版=サービス(127×89㎜)サイズ対応
JAN：4544908019345

19475
高級クリスタルフォトフレーム ハガキ
￥4,000

透明感が美しいフレームにガラスの枠に色
が付いたフォトフレームです。 シンプルな
デザインでどんなインテリアにも馴染むカ
ラーフォトフレームです。
19352

簡単に外せ、簡単に入れ替え出来ます。↓

●サイズ／200×150×10㎜ 404g ●材質／ウルトラホワイトガラス ●日本製
●箱サイズ／291×210×30㎜ 646ｇ ●箱形態／化粧箱 ●入数／25ヶ
●ポストカード=ハガキ(150×105mm)サイズ対応
JAN：4544908019475

19352
高級クリスタルフォトフレーム ＤＸ
￥5,000
●サイズ／200×150×12㎜ 595g ●材質／ウルトラホワイトガラス ●日本製
●箱サイズ／291×210×30㎜ 780ｇ ●箱形態／化粧箱 ●入数／25ヶ
●L版=サービス(127×89㎜)サイズ対応
JAN：4544908019352

19468
高級クリスタルフォトフレームDX 2Ｌ版
￥7,000
19475

●サイズ／約260×185×13mm 600g ●材質／ウルトラホワイトガラス ●日本製
●箱サイズ／291×210×30㎜ 790ｇ ●箱形態／化粧箱 ●入数／25ヶ
●2L版＝キャビネ(180×130ｍｍ)サイズ対応
JAN：4544908019468

00039
ナチュラルイーゼル付
￥1,100

00152
ナチュラルフォトフレーム
￥800

●サイズ／200×185×30㎜ 270g ●材質／天然木・再生ガラス ●中国製
●箱サイズ／210×190×33㎜ 340g ●箱形態／化粧箱 ●入り数／72ヶ
●ポストカード=ハガキ(150×105mm)サイズ対応
JAN：4544908000039

●サイズ／138×185×16㎜ 208g ●材質／天然木・再生ガラス ●中国製
●箱サイズ／146×195×21㎜ 253g ●箱形態／白箱 ●入り数／50ヶ
●ポストカード=ハガキ(150×105mm)サイズ対応
JAN：4544908000152

19468
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00244
クリアフォトフレーム ハガキ
￥800

00237
クリアフォトフレーム サービス
￥600

●サイズ／176×130×16～62㎜ 179g
●材質／樹脂 ●日本製
●箱サイズ／190×148×38㎜ 210g
●箱形態／白箱 ●入り数／80ヶ
●ポストカード=ハガキ(150×105mm)サイズ対応

●サイズ／146×106×16～72㎜ 120g
●材質／樹脂 ●日本製
●箱サイズ／149×110×19㎜ 140g
●箱形態／白箱 ●入り数／120ヶ
●L版=サービス(127×89㎜)サイズ対応

00398
ラインストーンフォトフレーム
￥10,000
●サイズ／172×122×18㎜ 304g ●材質／アルミ・ガラス ●中国製
●箱サイズ／197×150×23㎜ 345g ●箱形態／白箱 ●入り数／40ヶ
●ポストカード=ハガキ(150×105mm)サイズ
・L版=サービス(127×89㎜)サイズ兼用
大切な人との思い出をキラメク思い出に。

