グラッソ

GLASSO

実働製作日数 サイズ変更

５日間

グラッソ

アイコンの付いた商品は「楽ロック(別売)」
に対応しています。
（6頁参照）

OK

（要見積）

取付方法

ガラスのような質感がありながら、軽くて割れないガラス調アクリルと
シルバーとブラックのステンレスのシャープさがクール。

① 両面テープ または ② 化粧ボルト
どちらかをご指示ください。（無料）
① 両面テープ

多彩な彫刻も魅力です。

② 化粧ボルト
接着剤
両面テープ

(mm)
24
7 5 10 2

ガラス調アクリル

【表面】黒文字

【表面】黒文字

ステンレス板
スペーサー

(mm)
24
7 5 10 2

ガラス調アクリル
ステンレス板
スペーサー
ボルト M4

両面テープ

ナット

表札裏面

NW-25

【裏面】素彫

【裏面】加工なし

【ステンレスHL】加工なし

【ステンレスHL】加工なし

グラッソ

NW-8

150Ｗ×150Ｈ×5Ｔ(mm) 約490ｇ
文字凹黒 イラスト凹素彫
● ステンレスHL 150Ｗ×150Ｈ×2Ｔ(mm)
● 書体：明朝体＆ハンドスクリプト

※両面テープで取付ける場合でも接着剤の併用を推奨します。
※取付けの際は接着剤がはみ出ないようにご注意ください。
※表札は柔らかい布などでマスキングし、
布テープもしくは紙テープで
固定してください。
ガムテープは使用しないでください。

24,000円（税抜）
● ガラス調アクリル
●
●

130W×130H×5T(mm) 約360g

文字凹黒
ステンレスHL 130W×130H×2T(mm)
書体：デザイン隷書＆プレゼント

【表面】黒文字

【表面】オレンジ文字

【表面】黒文字

【裏面】素彫＆グリーン

【裏面】加工なし

【裏面】素彫

【ステンレスHL】
ドライエッチンググレー

NW-12

グラッソ

NW-5

NW-6

グラッソ

グラッソ
16,000円（税抜）

14,000円（税抜）
● ガラス調アクリル

180W×50H×5T(mm)
文字凹黒 イラスト凹黒＆素彫
● ステンレスHL 180W×50H×2T(mm)
● 書体：欧文新てん書体

約230g

● ガラス調アクリル

210W×50H×5T（mm） 約260g
文字凹オレンジ
● ステンレスHL 210W×50H×2T
（mm）
イラスト凹ライトブルー
● 書体：リベレート

ス テンレ ス の 融 合

151

ク リ ア な プレー ト と

145W×58H×5T（mm） 約200g
文字凹黒 イラスト凹素彫＆グリーン
● ステンレスHL 145W×58H×2T
（mm）
イラスト凹グレー
● 書体：オプティマ

【ステンレスHL】
ドライエッチングライトブルー

【ステンレスHL】加工なし

14,000円（税抜）
● ガラス調アクリル

25 〜 30

(M4) 185頁 Cタイプ-17

グラッソ

29,000円（税抜）
● ガラス調アクリル

186頁 Hタイプ

グラッソ

【表面】黒文字＆グリーン

【表面】黒文字

【表面】黒文字

【裏面】加工なし

【裏面】加工なし

【ステンレスHL】加工なし

【ステンレスブラックHL】
加工なし

【裏面】加工なし

【ステンレスHL】加工なし

NW-15 マット・グラッソ

NW-13 マット・グラッソ
マット調アクリル 145W×58H×5T(mm)
文字凹黒 イラスト凹グリーン
● ステンレスHL 145W×58H×2T(mm)
● 書体：ヘルクラウン
●

約200g

NW-26 マット・グラッソ
24,000円（税抜）

14,000円（税抜）

マット調アクリル 130W×130H×5T(mm)
文字凹黒
● ステンレスHL 130W×130H×2T(mm)
● 書体：
ドラコニアン＆金文体
●

約360g

26,000円（税抜）
マット調アクリル 130Ｗ×130Ｈ×5Ｔ(mm) 約360ｇ
文字凹黒
● ステンレスブラックHL 130Ｗ×130Ｈ×2Ｔ(mm)
● 書体：コピアプレート
●

【表面】黒文字
【表面】シルバー文字
【表面】
シルバー文字
【裏面】加工なし

【裏面】加工なし

【裏面】加工なし

【ステンレスブラックHL】加工なし

NW-20

NW-18

グラッソ

145W×58H×5T(mm) 約200g
文字凹シルバー イラスト凹シルバー
● ステンレスブラックHL 145W×58H×2T(mm)
● 書体：エチュード

NW-16 マット・グラッソ

グラッソ
17,000円（税抜）

15,000円（税抜）
● ガラス調アクリル

【ステンレスブラックHL】加工なし

【ステンレスブラックHL】加工なし

● ガラス調アクリル

210W×50H×5T(mm)
約260g
文字凹シルバー
● ステンレスブラックHL 210W×50H×2T(mm)
● 書体：オプティマ＆行書

15,000円（税抜）
マット調アクリル 180W×50H×5T(mm)
約230g
文字凹黒 イラスト凹黒
● ステンレスブラックHL 180W×50H×2T(mm)
● 書体：ガリアード＆京まどか
●

【表面】シルバー文字
【表面】
シルバー文字

【裏面】加工なし
【裏面】加工なし

【ステンレスブラックHL】
ドライエッチングシルバー

【ステンレスブラックHL】
加工なし

NW-27

NW-22

グラッソ

グラッソ
31,000円（税抜）

26,000円（税抜）
● ガラス調アクリル

130Ｗ×130Ｈ×5Ｔ(mm) 約360ｇ
文字凹シルバー
● ステンレスブラックHL 130Ｗ×130Ｈ×2Ｔ(mm)
● 書体：
ドラコニアン＆京まどか

● ガラス調アクリル

150W×150H×5T（mm） 約490g
文字凹シルバー
● ステンレスブラックHL 150W×150H×2T
（mm）
イラスト凹シルバー
● 書体：ウィスカーサイン
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