
下キャップ

※のぼり立て台
　貯水式使用
　ブルー/イエロー

回転頭 横棒

上部パイプ
太さ19φ

下部パイプ
太さ22φ

ストッパー
（おろすと止まるタイプ）

チチ止め

染：顔料捺染・生地：天竺木綿　※デザイン・文字等が変更になる場合があります。
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のぼり竿 <ポール> 鉄パイプ（ビニール加工付） 
（ネジ式ストッパー型） （1ケース20本入） （伸長3ｍ・縮長1.6ｍ）

A B C D

限定品 	海外生産の為、在庫を確認の上ご注文ください。　＊この頁の青字価格の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。＊この頁の商品は、掛率が異なりますのでご注意下さい。

8-1283-18 1-991-1A
のぼり竿 水色
¥1,800

8-1283-7
1-990-21

氷
¥1,000
（30×40）

8-1283-8
1-990-22

ソフトクリーム
¥1,100
（30×45）

8-1283-9
1-990-23

お好み焼
¥1,100
（30×45）

8-1283-10
1-990-24

たこ焼
¥1,100
（30×45）

8-1283-17 1-991-1
のぼり竿  グリーン
¥1,800
（伸長3ｍ・縮長1.6ｍ）

8-1283-19 1-991-1B
のぼり竿 白色
¥1,800

8-1283-20 1-991-1C
のぼり竿 青色
¥1,800

8-1283-1 そば うどん 5巾
1-990-13¥11,300（65×175）

8-1283-3 御食事処 5巾
1-990-15 ¥7,700（65×175）

8-1283-5 焼肉 5巾
1-990-18 ¥8,000（45×175）

8-1283-2 やきとり 5巾
1-990-14 ¥7,700（65×175）

8-1283-4 おでん 5巾
1-990-17 ¥8,000（65×175）

8-1283-6 中華そば 5巾
1-990-19 ¥7,700（65×175）

1-991-4
8-1283-23 のぼり立て台 A型（室内向） 黒

¥6,800（30×30×27）梱5R-3-51
8-1283-22 のれん用 竹

¥900（2m）	

1-990-34
8-1283-13 たい焼

¥3,350（35×160）	 1-990-35
8-1283-14 味自慢みたらし団子

¥3,350（35×160）

1-991-6
8-1283-24 のぼり立て台 B型（室外向） 黒

¥9,900（45×45×42）梱2	

R-3-50
8-1283-21 のれん用 鉄棒

（ビニール加工付）
¥750（16㎜×2m10）	

関東風のれん	5ツ切		顔料捺染（クリーニング不可）

吊り下げ旗・水引	よく目につく店頭のアクセサリー〈染：顔料捺染・生地：金巾（綿100％）〉

丈夫さ、抜群、使って安心	のぼり竿 強いスチールパイプの上に
美しい樹脂コーティングをしてあります。
横棒は通常85cmセットされていますが、
旗巾に10cmプラスの横棒の長さが、旗をより美しく取り付けられます。

8-1283-11 焼きそば お好み焼 風流 赤
1-990-28 ¥2,700（35×120）
1-990-29 ¥2,850（35×160）

8-1283-12 味自慢たこ焼 紺・赤
1-990-30 ¥2,700（35×120）
1-990-31 ¥2,850（35×160）

8-1283-15
1-991-2

のぼり立て台 貯水式（室外向）
ブルー／イエロー ¥6,250
（収納時	33×33×18）	梱3

展開時　50×50×22

8-1283-16
1-991-3

のぼり立て台 貯水式（室外向）
クリーム ¥6,250
（収納時	33×33×18）	梱3

展開時

R-3-378-1284-1
麻 100％ のれん 無地

¥7,200（90×150）

R-3-418-1284-7
麻 100％ のれん 3色塗り分け 緑

（YBB-603）
¥8,800（90×150）

1-996-78-1284-12
綿 100％

NEM0025 万葉 あかね
¥8,350（90×150）

R-2-748-1284-19
麻 100％

NLM4502 麻 うこん
¥17,400（88×120）

R-3-388-1284-2
麻 100％ のれん うす茶に一筆

（YHY-453）
¥8,800（90×150）

R-3-428-1284-8
麻 100％ のれん 3色塗り分け 緑・赤

（YBB-605）
¥8,800（90×150）

1-996-88-1284-13
綿 100％

NEM0025 万葉 利休ねず
¥8,350（90×150）

R-2-758-1284-20
麻 100％

NLM4502 麻 灰桜
¥17,400（88×120）

1-997-98-1284-23
綿 100％

NED0505 まる えんじ
¥11,900（88×150）

1-997-78-1284-17
麻 100％

NLM4502 麻 うぐいす
¥17,400（88×120）

R-3-408-1284-4
麻 100％ のれん 3色塗り分け 青

（YBB-602）
¥8,800（90×150）

R-3-448-1284-10
麻 100％ のれん 荒麻

（HBW-323）
¥10,400（90×150）

1-996-11

1-996-12

8-1284-15

8-1284-16

NIM2009 藍染
¥7,900（90×90）

NIM2005 藍染
¥10,500（90×150）

1-997-68-1284-22
麻 100％

NLM4502 麻 かばいろ
¥17,400（88×120）

R-3-398-1284-3
麻 100％ のれん 麻に青

（SZL-872）
¥8,800（90×150）

R-3-438-1284-9
麻 100％ のれん 3色塗り分け 赤・肌色

（YBB-606）
¥8,800（90×150）

1-996-98-1284-14
綿 100％

NEM0025 万葉 ぶどう
¥8,350（90×150）

R-2-768-1284-21
麻 100％

NLM4502 麻 はとねず
¥17,400（90×150）

1-997-108-1284-24
綿 100％

NED0505 まる 紺
¥11,900（88×150）

1-997-88-1284-18
麻 100％

NLM4502 麻 なすこん
¥17,400（88×120）

R-3-458-1284-5
麻 100％ のれん 菱形模様

（HTH-789）
¥10,400（90×150）

R-3-478-1284-11
麻 100％ のれん 紺色にふくろう

（YHY-455）
¥10,400（90×150）

R-3-468-1284-6
麻 100％ のれん つゆ草

¥10,400（90×150）

綿 100％

綿 100％
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ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/

ナチュラルスタイル株式会社　http://www.natural-style-inc.com/kappo-shikki/




