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2016/5/20現在
頁
6ページ

誤

正

商品カテゴリINDEX 左下部
リム―バルA型マジカルボード

52ページ

No.2138 とうふ \2,800

55ページ

No.21072 カキフライ 下部の文字
oishi、hanba-gu

⇒
⇒

商品カテゴリINDEX 左下部
リム―バブルA型マジカルボード
No.2138 とうふ \2,800
仕様変更(綿→ポリエステル）
No.21072 カキフライ 下部の文字
oishii、kaki furai

⇒

57ページ

76ページ

No.2297 焼そば \2,400
表記：N
No.2104 大小宴会承ります \2,600
表記：N
左上部 タイトル内の赤い判

77ページ

左上部 タイトル内の赤い判

70ページ

北海道
北海道
88ページ

No.2297 焼そば \2,400
表記：C
No.2104 大小宴会承ります \2,600
⇒
綿素材 表記：E
左上部 タイトル内の赤い判
⇒
⇒

⇒

No.21181 瓦そば デザイン

東北

左上部 タイトル内の赤い判
東北
No.21181 瓦そば デザイン

⇒

223ページ
223ページ
223ページ
225ページ
225ページ
225ページ
235ページ

No.24027 変型タペストリーリボン 謹賀新年
サイズ表記 W280×H380mm
No.24028 変型タペストリーダイヤ 謹賀新年
サイズ表記 W280×H380mm
No.24029 変型タペストリーR 謹賀新年
サイズ表記 W280×H380mm
No.24044 変型タペストリーリボン 歓迎
サイズ表記 W280×H380mm
No.24045 変型タペストリーダイヤ 歓迎
サイズ表記 W280×H380mm
No.24046 変型タペストリーR 歓迎
サイズ表記 W280×H380mm
Pバナー各種のサイズ表記 並び順 大中小

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

No.24027 変型タペストリーリボン 謹賀新年
サイズ表記 W260×H380mm
No.24028 変型タペストリーダイヤ 謹賀新年
サイズ表記 W260×H380mm
No.24029 変型タペストリーR 謹賀新年
サイズ表記 W260×H380mm
No.24044 変型タペストリーリボン 歓迎
サイズ表記 W260×H380mm
No.24045 変型タペストリーダイヤ 歓迎
サイズ表記 W260×H380mm
No.24046 変型タペストリーR 歓迎
サイズ表記 W260×H380mm
Pバナー各種のサイズ表記 並び順 小中大

⇒
235ページ

No.69996 ｐﾊﾞﾅｰFlower shop 小サイズ

236ページ

左画像の吹き出し

⇒
「風に拭かれて」

245ページ

右上 3段伸縮ポールNo.846 ■商品仕様

333ページ

サイズ/1.6～3ｍ
上部 No.974 4ｍポールの部品説明 回転頭下部の赤文字
■5ｍポール
右下 ポール台/30L用芯棒 No.4242のJANコード
4539681042901
No.926 タイヤ踏み式ポール台（強化タイプ）
厚み：3ｍ
上部 ミニのぼり用器具 No.913 No.916 ポール径表記
■ポール部分 縦棒：直径6φ 縦棒：直径3φ
右上 カウンター横幕 サイズ表記
サイズ：W1750×H1300mm
中央 ストライプカラーポリちょうちんの素材表記
素材/ビニール製
中央 木製サイン小サイズ（横）のサイズ表記
W200×H100×厚15mm
最下部中央 No.69655 お昼の限定メニュー

338ページ

No.2243 ｷｬﾝﾊﾞｽ F4号縦 ￥2,800

246ページ
250ページ
251ページ
252ページ
291ページ
305ページ
313ページ

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
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No.22628 ｐﾊﾞﾅｰFlower shop 小サイズ
左画像の吹き出し
「風に吹かれて」
右上 3段伸縮ポールNo.846 ■商品仕様
サイズ/1.1～3ｍ
上部 No.974 4ｍポールの部品説明 回転頭下部の赤文字
■4ｍポール
右下 ポール台/30L用芯棒 No.4242のJANコード
4539681042420
No.926 タイヤ踏み式ポール台（強化タイプ）
厚み：3mm
上部 ミニのぼり用器具 No.913 No.916 ポール径表記
■ポール部分 縦棒：直径6φ 横棒：直径3φ
右上 カウンター横幕 サイズ表記
サイズ：W1750×H300mm
中央 ストライプカラーポリちょうちんの素材表記
素材/ポリエチレン
中央 木製サイン小サイズ（横）のサイズ表記
W250×H100×厚15mm
最下部中央 No.69650 お昼の限定メニュー
No.22431 ｷｬﾝﾊﾞｽ F4号縦 ￥2,800
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342ページ
342ページ

No.4849 リムーバブルA型ブラックボード
板面サイズ（フレーム内）w390×h830
板面サイズ（フレーム外）w450×h890
No.50083 木製A型ボード \1,1500

No.4849 リムーバブルA型ブラックボード
⇒
板面サイズ（フレーム内）w390×h730
板面サイズ（フレーム外）w450×h790
No.50083 木製A型ボード \11,500
⇒

345ページ

No.22686 リムーバブルA型マジカルボード Welome

※カンマ位置
No.22686 リムーバブルA型マジカルボード Welcome

⇒

346ページ

No.7340 No.7341 木製イーゼル

350ページ

No.4976 マジカルボード「麻」Mサイズ

350ページ

アンティークマジカルボード サイズ表記

⇒
⇒

364ページ

No.4996 マジカルボード「麻」Mサイズ

アンティークマジカルボード サイズ表記
560mm×560mm（フレーム内405mm×405mm）
ページ上部のパステルチョーク説明文
ページ上部のパステルチョーク説明文
⇒
粉を嫌うOA器機の～
粉を嫌うOA機器の～
No.69703 Boulangerie OPEN の画像
No.69703 Boulangerie OPEN の画像
405mm×405mm

354ページ

価格改定マーク追加

⇒

⇒

375ページ
375ページ

フロアマット PEFラバー
素材；合成紙+ラバー+ラミ
フロアマット PEFラバー サイズ表記

⇒
サイズ：W900×H600m

376ページ
391ページ

スツール
サイズ：約φ350×H380mm
精肉パネル 左上部

⇒
⇒

⇒
No.68955 BEEF
ロールスクリーンバナー付属品 No.69123の説明文
⇒
ローススクリーンバナー
406ページ No.863 アドファイル \950
⇒
402ページ

413ページ
413ページ
441ページ
447ページ
453ページ
464ページ

No.23967 紅白幕用紐
太さの表記無し
上部 ビニール紅白幕の品番、価格部分に取寄商品マークが
記載されている
ドライＴシャツ ＸＳ～ＸＬサイズ \1,200
ドライＴシャツ XXL～XXXLサイズ \1,400
ドライＴシャツ ジュニアサイズ \1,100
中央 吹き出しの中の赤文字
肌触りも良くフチが残らなず綺麗に
国旗（販促用） 上部 小サイズの横幅
1350mm
上部 書体見本の右下 【48】白洲極太楷書体

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
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フロアマット PEFラバー
素材：ラバー+ターポリン+塩ビシート
フロアマット PEFラバー サイズ表記
サイズ：W900×H600mm
スツール
サイズ：約φ420×H440mm
精肉パネル 左上部
No.63955 BEEF
ロールスクリーンバナー付属品 No.69123の説明文
ロールスクリーンバナー
No.863 アドファイル \1,030
No.23967 紅白幕用紐
太さφ6mm
ビニール紅白幕は全種類 通常在庫品です。
取寄商品ではありません
ドライＴシャツ ＸＳ～ＸＬサイズ \1,700
ドライＴシャツ XXL～XXXLサイズ \2,000
ドライＴシャツ ジュニアサイズ \1,500
中央 吹き出しの中の赤文字
肌触りも良くフチが残らず綺麗に
国旗（販促用） 上部 小サイズの横幅
1050mm
上部 書体見本の右下 【48】白洲極太楷書体

