
品番 旧名称 新名称

WP アクリルWプレート アクリルWプレート

WP アクリルWプレート 正⾯型 アクリルWプレート 正⾯型

WPM アクリルWプレート 在空表⽰付 アクリルWプレート 切替表⽰

GA ガラスアクリル ガラスアクリルプレート

GAR ガラスアクリル ビス取付タイプ ガラスアクリルプレート ビス取付タイプ

GABR ガラスアクリル 接着取付タイプ ガラスアクリルプレート 接着取付タイプ

AW アクリル⽊⽬調サイン アクリル⽊⽬調プレート

AWL  アクリル⽊⽬調サイン ライトブラウン アクリル⽊⽬調プレート ライトブラウン

AWD  アクリル⽊⽬調サイン ダークブラウン アクリル⽊⽬調プレート ダークブラウン

FA アルミ枠付きアクリル FAシリーズ ALフレームプレート

FA  アルミ枠付きアクリル 正⾯型 ALフレームプレート 正⾯型

FAY  アルミ枠付きアクリル 側⾯型 ALフレームプレート 側⾯型

NS-FA  アルミ枠付きアクリル スイング型 ALフレームプレート スイング型

GF 艶消しアクリル GFシリーズ アクリマットプレート

GF  艶消しアクリル 正⾯型 アクリマットプレート 正⾯型

GFM  艶消しアクリル 在空表⽰付 アクリマットプレート 在空表⽰付

GFN  艶消しアクリル ネーム差替式 アクリマットプレート ネーム差し替え式

GFP  艶消しアクリル ⽤紙はさみ付 アクリマットプレート ペーパーハンガー付

GFS  艶消しアクリル 切替表⽰ アクリマットプレート 切替表⽰

GFY  艶消しアクリル 側⾯型 アクリマットプレート 側⾯型

- - シンプルピクトサイン

⽩アクリルサイン 正⾯形

⽩アクリルサイン ⻑⽅形

RSY  樹脂フレーム付きステンレス 側⾯型 RSYプレート 側⾯型

FR  樹脂フレーム付きステンレス 正⾯型 FRプレート 正⾯型

FS  ベース付きステンレス FSプレート 正⾯型

- - シンプルサイン

AC アクリル定番⽂字サイン シンプル室名サイン

FTS ステンレス FTSシリーズ ステンレスプレート

FTS  ステンレス 正⾯型 ステンレスプレート 正⾯型

FTSY  ステンレス 側⾯型 ステンレスプレート 側⾯型

FBE 平板エッチングサイン 平板エッチングプレート

FBE-SHR  ステンレスHLエッチングサイン ステンレスHLエッチングプレート

FBE-SMR  ステンレス鏡⾯エッチングサイン ステンレス鏡⾯エッチングプレート

FBE-BHR  真鍮HLエッチングサイン 真鍮HLエッチングプレート

FBE-CHR  ブロンズHLエッチングサイン ブロンズHLエッチングプレート

FT アルミ FTシリーズ アルミプレート

FT  アルミ 正⾯型 アルミプレート 正⾯型

FTM  アルミ 在空⽬印付 アルミプレート 在空⽬印付

FTY  アルミ 側⾯型 アルミプレート 側⾯型

NS-FTY  アルミ スイング型 アルミプレート スイング型

FTR アルミサイド枠 FTRシリーズ

FR  アルミ四⽅枠 FRシリーズ

FTR  アルミサイド枠 正⾯型 フリーサイズプレート サイド枠正⾯型

FTR  アルミサイド枠 在空表⽰付 フリーサイズプレート サイド枠正⾯型：在空表⽰付

FTR  アルミサイド枠 ⽒名表⽰付 フリーサイズプレート サイド枠正⾯型：⽒名表⽰付

FTR  アルミサイド枠 在空＋⽒名表⽰付 フリーサイズプレート サイド枠正⾯型：在空＋⽒名表⽰付

FTRP  アルミサイド枠 ⽤紙はさみ付 フリーサイズプレート サイド枠正⾯型：ペーパーハンガー付

FTR-N  アルミサイド枠 切替表⽰ フリーサイズプレート サイド枠正⾯型：切替表⽰

FRA  アルミ四⽅枠 正⾯型 フリーサイズプレート 正⾯型

FRAY  アルミ四⽅枠 側⾯型 フリーサイズプレート 側⾯型

NS-FRAY  アルミ四⽅枠 スイング型 フリーサイズプレート スイング型

アクリル定番ピクトF 
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品番 旧名称 新名称

FV アルミフォーバル FVシリーズ フォーバルプレート

FV  アルミフォーバル 正⾯型 フォーバルプレート 正⾯型

FVY  アルミフォーバル 側⾯型 フォーバルプレート 側⾯型

NS-FV  アルミフォーバル スイング型 フォーバルプレート スイング型

SP アルミ差替式 SPシリーズ スタンダードプレート

SP  アルミ差替式 正⾯型 スタンダードプレート 正⾯型

SPR  アルミ差替式 正⾯ロック型 （廃番）

SPY  アルミ差替式 側⾯型 スタンダードプレート 側⾯型

NSSP  アルミ差替式 スイング型 スタンダードプレート スイング型

FH 点字サイン FHシリーズ バリアフリーサイン

FH  点字ピクトサイン バリアフリーサイン 点字ピクトサイン

FH  点字インターホン バリアフリーサイン インターホン点字サイン

MPW メープル MPWシリーズ メープルプレート

MPW  メープル 正⾯型 メープルプレート 正⾯型

MPW-N  メープル ネーム付 メープルプレート 正⾯型：ネームプレート付

MPWY  メープル 側⾯型 メープルプレート 側⾯型

NS-MPW  メープル スイング型 メープルプレート スイング型

MPWC  メープルサークル 正⾯型 メープルプレート サークル正⾯型

MPWC-N  メープルサークル ネーム付 メープルプレート サークル正⾯型：ネームプレート付

MPWYC  メープルサークル 側⾯型 メープルプレート サークル側⾯型

NS-MPWC  メープルサークル スイング型 メープルプレート サークルスイング型

FW ⽊製 FWシリーズ タモプレート

FW  ⽊製 正⾯型 タモプレート 正⾯型

FW-N  ⽊製 ネーム付 タモプレート 正⾯型：ネームプレート付

FWYA  ⽊製 側⾯型 タモプレート 側⾯型

NS-W  ⽊製 スイング型 タモプレート スイング型

TW ⽊製フレーム TWシリーズ タモワクプレート

TW  ⽊製フレーム 正⾯型 タモワクプレート 正⾯型

TWN  ⽊製フレーム ⽒名表⽰付 タモワクプレート ネームプレート付

TWM  ⽊製フレーム 在空表⽰付 タモワクプレート 在空表⽰付

TWA4  ⽊製フレーム マルチA4 タモワクプレート 紙差し替え式

TWY  ⽊製フレーム 側⾯型 タモワクプレート 側⾯型

NS-TWY  ⽊製フレーム スイング型 タモワクプレート スイング型

- 病院居室 プライバシープレート

FR-SW  病院居室 ⽊⽬調 FR-SW プライバシープレート 正⾯型/⽊⽬調

FR-S  病院居室 サイド枠 FR-S プライバシープレート 正⾯型/アルミ枠

- カウンターサイン

SHL/BHL 曲げカウンターサイン

FW-L ⽊製カウンターサイン ⽊製カウンターサイン

FV-L アルミフォーバルカウンターサイン フォーバルカウンターサイン

FT-L アルミカウンターサイン アルミカウンターサイン

SHL ステンレス曲げカウンターサイン ステンレス曲げカウンターサイン

BHL 真鍮曲げカウンターサイン 真鍮曲げカウンターサイン

- 吊下誘導 吊下サイン

FAT 吊下誘導 アクリル 吊下サイン ALフレーム型

FTT 吊下誘導 アルミ 吊下サイン アルミ型

FMT 吊下誘導 アルミ四⽅枠 吊下サイン フリーサイズ型

FVT 吊下誘導 アルミフォーバル 吊下サイン フォーバル型

- 案内板 案内板

SF ステンレス四⽅枠案内板 セパレート案内板 四⽅枠ステンレス型

FTS アルミ枠ステンレス案内板 セパレート案内板 ステンレス型

FR アルミ案内板 セパレート案内板 アルミ型

カウンターサイン

2 / 2 


