
BELSプレート ・ シール アイテム一覧

室内用カウンタ ー置きプレート

屋内用プレート （ 材質： 透明アクリ ル）
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●サイズ・ 価格（ 材質： ステンレス）

B5 本体： W 182×H257 表示面： W 182×H257

B6 本体： W 128×H182 表示面： W 128×H182

A6 本体： W 105×H148 表示面： W 105×H148

●サイズ・ 価格（ 材質： 透明アクリ ル）※　 表示タ イプを A タ イプ／B タ イプより 選択し てく ださ い。

B5 本体： W 182×H257 表示面： W 176×H246 

B6 本体： W 128×H182 表示面： W 124×H173 

A6 本体： W 105×H148 表示面： W 102×H142 

●サイズ・ 価格（ 材質： 透明アクリ ル ※）　 表示タ イプを A タ イプ／ B タ イプより 選択し てく ださ い。

A4 本体： W 210×H297 表示面： W 176×H246

A3 本体： W 297×H420 表示面： W 250×H347

材質： ステンレス

材質： 透明アク リ ル

材質： 透明アク リ ル

透明アク リ ル表示タ イプ

●A タ イプ（ 表貼り ）

アク リ ルの表面に、図柄と 裏地（ メ タ ル部分）

を全て貼るタ イプ。

●B タ イプ（ 立体）

アク リ ルの表面に図柄を、 アク リ ルの裏側

に裏地（ メ タ ル部分） を 貼るこ と で、 図柄

を浮かび上がらせるタ イプ。
▲裏地（ メ タ ル部分）

▲

図柄
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A3 サイズ

A4 サイズ

B5, B6, A6 サイズ

B5, B6, A6 サイズ

※取付用のビス類は付属し ますが、設置場所に
合わない場合は、現地にてご用意く ださ い。

BELS 表示マーク は非住宅・ 複合建築物用と 住宅用の 2 種類がございます。 ※アイテム一覧の見本写真等は全て住宅用と なり ます。

15,400円

14,300円

13,200円

15,400円

14,300円

13,200円

22,000円

26,400円



屋外対応プレート （ 材質： 透明アクリ ル）

シール（ サイズ： B5、 B6、 A6、 省略版横長タ イプ、 省略版四角タ イプ）

●サイズ・ 価格

　（ 材質： 透明アクリ ル）

A4 本体： W 245×H332

表示面： W 185×H272

A3 本体： W 332×H455

表示面： W 272×H395
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A3 サイズA4 サイズ

※フレームの材質は、 アルミ ニウムです。※取付用のビス類は現地にてご用意く ださ い。

●サイズ・ 価格

　（ 材質： 透明アクリ ル）

A4 本体： W 245×H332

表示面： W 185×H272

A3 本体： W 332×H455

表示面： W 272×H395

A3 サイズA4 サイズ

シールは屋内外用途を目的と し て作成し ており ます。 表面には印刷面を保護する為に、 ラミ ネート 加工し ており ます。 また、 貼付け面

は平滑面を想定し ており ます。 凸凹面では上手く 貼付けできない場合があり ます。

●サイズ・ 価格

　（ 材質： 白 PET、 ラミ ネート 加工）

B5 ： W 176×H246 

B6 ： W 124×H173 

A6： W 102×H142 

省略版横長タ イプ： W 100×H40 

省略版四角タ イプ： W 59×H47 

B5, B6, A6 サイズ

省略版横長タ イプ 省略版四角タ イプ

お問い合せ先

カラー： シルバー▲

カラー： ホワイト▲
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BELS 表示マーク は非住宅・ 複合建築物用と 住宅用の 2 種類がございます。 ※アイテム一覧の見本写真等は全て住宅用と なり ます。

※省略版 は広告用・ 宣伝物品用にご使用く ださ い。シール

42,900円

52,800円

42,900円

52,800円

7,700円

6,600円

6,600円

5,500円

5,500円
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