
2014年4月1日 価格改定

表記の価格は全て消費税別の金額です

フォト・ギャラリー・インターナショナル
東京都港区芝浦4-12-32 tel. 03-3455-7827

http://www.pgi.ac

保存・額装用品

オーバーマット

カラー

4ply 新価格 　（旧価格）

オーバーマット カラー 8x10インチ 4ply ¥1,250 （ ）¥1,460

オーバーマット カラー 11x14インチ 4ply ¥1,580 （ ）¥1,620

オーバーマット カラー 12x15インチ 4ply ¥1,590 （ ）¥1,630

オーバーマット カラー 14x17インチ 4ply ¥1,850 （ ）¥1,900

オーバーマット カラー 16x20インチ 4ply ¥1,860 （ ）¥1,910

オーバーマット カラー 18x22インチ 4ply ¥2,620 （ ）¥2,720

オーバーマット カラー 20x24インチ 4ply ¥2,640 （ ）¥2,740

オーバーマット カラー 22x28インチ 4ply ¥3,400 （ ）¥3,550

オーバーマット カラー 24x30インチ 4ply ¥3,420 （ ）¥3,570

オーバーマット カラー 25x32インチ 4ply ¥3,680 （ ）¥4,380

オーバーマット カラー 26x34インチ 4ply ¥3,680 （ ）¥6,820

オーバーマット カラー 32x40インチ 4ply ¥4,220 （ ）¥6,820

ピュアマット

厚口 新価格 　（旧価格）

オーバーマット ピュアマット  8x10インチ  厚口 ¥1,250お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 11x14インチ 厚口 ¥1,510お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 12x15インチ 厚口 ¥1,530お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 14x17インチ 厚口 ¥1,730お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 16x20インチ 厚口 ¥1,750お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 18x22インチ 厚口 ¥2,290お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 20x24インチ 厚口 ¥2,330お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 22x28インチ 厚口 ¥2,880お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 24x30インチ 厚口 ¥2,910お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 25x32インチ 厚口 ¥3,110お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 26x34インチ 厚口 ¥3,110お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 32x40インチ 厚口 ¥3,540お取り寄せ （ ）

特厚口 新価格 　（旧価格）

オーバーマット ピュアマット  8x10インチ  特厚口 ¥1,260お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 11x14インチ 特厚口 ¥1,600お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 12x15インチ 特厚口 ¥1,610お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 14x17インチ 特厚口 ¥1,890お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 16x20インチ 特厚口 ¥1,900お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 18x22インチ 特厚口 ¥2,700お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 20x24インチ 特厚口 ¥2,710お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 22x28インチ 特厚口 ¥3,520お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 24x30インチ 特厚口 ¥3,530お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 25x32インチ 特厚口 ¥3,800お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 26x34インチ 特厚口 ¥3,800お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 32x40インチ 特厚口 ¥4,370お取り寄せ （ ）

薄口 新価格 　（旧価格）

オーバーマット ピュアマット  8x10インチ  薄口 ¥1,120お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 11x14インチ 薄口 ¥1,250お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 12x15インチ 薄口 ¥1,260お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 14x17インチ 薄口 ¥1,360お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 16x20インチ 薄口 ¥1,380お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 18x22インチ 薄口 ¥1,650お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 20x24インチ 薄口 ¥1,660お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 22x28インチ 薄口 ¥1,940お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 24x30インチ 薄口 ¥1,950お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 25x32インチ 薄口 ¥2,050お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 26x34インチ 薄口 ¥2,050お取り寄せ （ ）

オーバーマット ピュアマット 32x40インチ 薄口 ¥2,270お取り寄せ （ ）

ホワイト

2ply 新価格 　（旧価格）

オーバーマット ホワイト 8x10インチ 2ply ¥1,160 （ ）¥1,210

オーバーマット ホワイト 11x14インチ 2ply ¥1,350 （ ）¥1,280

オーバーマット ホワイト 12x15インチ 2ply ¥1,350 （ ）¥1,290

オーバーマット ホワイト 14x17インチ 2ply ¥1,500 （ ）¥1,400

オーバーマット ホワイト 16x20インチ 2ply ¥1,510 （ ）¥1,410

オーバーマット ホワイト 18x22インチ 2ply ¥1,920 （ ）¥1,720

オーバーマット ホワイト 20x24インチ 2ply ¥1,940 （ ）¥1,740

オーバーマット ホワイト 22x28インチ 2ply ¥2,350 （ ）¥2,050

オーバーマット ホワイト 24x30インチ 2ply ¥2,370 （ ）¥2,070

オーバーマット ホワイト 25x32インチ 2ply ¥2,510 （ ）¥2,380

オーバーマット ホワイト 26x34インチ 2ply ¥2,510 （ ）¥2,420

オーバーマット ホワイト 32x40インチ 2ply ¥2,820 （ ）¥2,420

4ply 新価格 　（旧価格）

オーバーマット ホワイト 8x10インチ 4ply ¥1,230 （ ）¥1,360

オーバーマット ホワイト 11x14インチ 4ply ¥1,530 （ ）¥1,480

オーバーマット ホワイト 12x15インチ 4ply ¥1,540 （ ）¥1,490

オーバーマット ホワイト 14x17インチ 4ply ¥1,780 （ ）¥1,700

オーバーマット ホワイト 16x20インチ 4ply ¥1,790 （ ）¥1,710

オーバーマット ホワイト 18x22インチ 4ply ¥2,470 （ ）¥2,320

オーバーマット ホワイト 20x24インチ 4ply ¥2,490 （ ）¥2,340

オーバーマット ホワイト 22x28インチ 4ply ¥3,180 （ ）¥2,950

オーバーマット ホワイト 24x30インチ 4ply ¥3,190 （ ）¥2,970

オーバーマット ホワイト 25x32インチ 4ply ¥3,430 （ ）¥3,580

オーバーマット ホワイト 32x40インチ 4ply ¥3,920 （ ）¥3,620

8ply 新価格 　（旧価格）

オーバーマット ホワイト 14x17インチ 8ply ¥2,850お取り寄せ （ ）¥2,900

オーバーマット ホワイト 16x20インチ 8ply ¥2,860お取り寄せ （ ）¥2,910

オーバーマット ホワイト 18x22インチ 8ply ¥4,620お取り寄せ （ ）¥4,620

オーバーマット ホワイト 20x24インチ 8ply ¥4,640お取り寄せ （ ）¥4,640

オーバーマット ホワイト 22x28インチ 8ply ¥6,400お取り寄せ （ ）¥6,450

オーバーマット ホワイト 24x30インチ 8ply ¥6,420お取り寄せ （ ）¥6,470

クリーナー

ブリリアナイズ

ブリリアナイズ 8オンス (230 cc) ¥1,100 （ ）¥1,600

ブリリアナイズ 32オンス (920 cc) ¥2,600 （ ）¥3,200

ブックマット加工

ピュアマット

厚+厚 新価格 　（旧価格）

ブックマッティング ピュアマット  8x10インチ  厚+厚 ¥4,500お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 11x14インチ 厚+厚 ¥5,020お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 12x15インチ 厚+厚 ¥5,060お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 14x17インチ 厚+厚 ¥5,460お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 16x20インチ 厚+厚 ¥5,500お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 18x22インチ 厚+厚 ¥6,580お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 20x24インチ 厚+厚 ¥6,660お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 22x28インチ 厚+厚 ¥9,760お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 24x30インチ 厚+厚 ¥9,820お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 25x32インチ 厚+厚 ¥10,220お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 26x34インチ 厚+厚 ¥10,220お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 32x40インチ 厚+厚 ¥11,080お取り寄せ （ ）

厚+薄 新価格 　（旧価格）

ブックマッティング ピュアマット  8x10インチ  厚+薄 ¥4,370お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 11x14インチ 厚+薄 ¥4,760お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 12x15インチ 厚+薄 ¥4,790お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 14x17インチ 厚+薄 ¥5,090お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 16x20インチ 厚+薄 ¥5,130お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 18x22インチ 厚+薄 ¥5,940お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 20x24インチ 厚+薄 ¥5,990お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 22x28インチ 厚+薄 ¥8,820お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 24x30インチ 厚+薄 ¥8,860お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 25x32インチ 厚+薄 ¥9,160お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 26x34インチ 厚+薄 ¥9,160お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 32x40インチ 厚+薄 ¥9,810お取り寄せ （ ）

特厚+厚 新価格 　（旧価格）

ブックマッティング ピュアマット  8x10インチ  特厚+厚 ¥4,510お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 11x14インチ 特厚+厚 ¥5,110お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 12x15インチ 特厚+厚 ¥5,140お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 14x17インチ 特厚+厚 ¥5,620お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 16x20インチ 特厚+厚 ¥5,650お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 18x22インチ 特厚+厚 ¥6,990お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 20x24インチ 特厚+厚 ¥7,040お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 22x28インチ 特厚+厚 ¥10,400お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 24x30インチ 特厚+厚 ¥10,440お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 25x32インチ 特厚+厚 ¥10,910お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 26x34インチ 特厚+厚 ¥10,910お取り寄せ （ ）

ブックマッティング ピュアマット 32x40インチ 特厚+厚 ¥11,910お取り寄せ （ ）

ブックマット カラー

4+4ply 新価格 　（旧価格）

ブックマッティング カラー 8x10インチ 4+4ply ¥4,480 （ ）¥4,820

ブックマッティング カラー 11x14インチ 4+4ply ¥5,110 （ ）¥5,100

ブックマッティング カラー 12x15インチ 4+4ply ¥5,130 （ ）¥5,120

ブックマッティング カラー 14x17インチ 4+4ply ¥5,630 （ ）¥5,600

ブックマッティング カラー 16x20インチ 4+4ply ¥5,650 （ ）¥5,620
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ブックマッティング カラー 18x22インチ 4+4ply ¥7,090 （ ）¥7,040

ブックマッティング カラー 20x24インチ 4+4ply ¥7,130 （ ）¥7,080

ブックマッティング カラー 22x28インチ 4+4ply ¥10,580 （ ）¥10,500

ブックマッティング カラー 24x30インチ 4+4ply ¥10,610 （ ）¥10,540

ブックマッティング カラー 25x32インチ 4+4ply ¥11,110 （ ）¥11,960

ブックマッティング カラー 26x34インチ 4+4ply ¥11,110 （ ）¥14,440

ブックマッティング カラー 32x40インチ 4+4ply ¥12,140 （ ）¥14,440

ブックマット ホワイト

4+2ply 新価格 　（旧価格）

ブックマッティング ホワイト 8x10インチ 4+2ply ¥4,390 （ ）¥4,570

ブックマッティング ホワイト 11x14インチ 4+2ply ¥4,880 （ ）¥4,760

ブックマッティング ホワイト 12x15インチ 4+2ply ¥4,890 （ ）¥4,780

ブックマッティング ホワイト 14x17インチ 4+2ply ¥5,280 （ ）¥5,100

ブックマッティング ホワイト 16x20インチ 4+2ply ¥5,300 （ ）¥5,120

ブックマッティング ホワイト 18x22インチ 4+2ply ¥6,390 （ ）¥6,040

ブックマッティング ホワイト 20x24インチ 4+2ply ¥6,430 （ ）¥6,080

ブックマッティング ホワイト 22x28インチ 4+2ply ¥9,530 （ ）¥9,000

ブックマッティング ホワイト 24x30インチ 4+2ply ¥9,560 （ ）¥9,040

ブックマッティング ホワイト 25x32インチ 4+2ply ¥9,940 （ ）¥9,960

ブックマッティング ホワイト 26x34インチ 4+2ply ¥9,940 （ ）¥10,040

ブックマッティング ホワイト 32x40インチ 4+2ply ¥10,740 （ ）¥10,040

4+4ply 新価格 　（旧価格）

ブックマッティング ホワイト 8x10インチ 4+4ply ¥4,460 （ ）¥4,720

ブックマッティング ホワイト 11x14インチ 4+4ply ¥5,060 （ ）¥4,960

ブックマッティング ホワイト 12x15インチ 4+4ply ¥5,080 （ ）¥4,980

ブックマッティング ホワイト 14x17インチ 4+4ply ¥5,560 （ ）¥5,400

ブックマッティング ホワイト 16x20インチ 4+4ply ¥5,580 （ ）¥5,420

ブックマッティング ホワイト 18x22インチ 4+4ply ¥6,940 （ ）¥6,640

ブックマッティング ホワイト 20x24インチ 4+4ply ¥6,980 （ ）¥6,680

ブックマッティング ホワイト 22x28インチ 4+4ply ¥10,360 （ ）¥9,900

ブックマッティング ホワイト 24x30インチ 4+4ply ¥10,380 （ ）¥9,940

ブックマッティング ホワイト 25x32インチ 4+4ply ¥10,860 （ ）¥11,160

ブックマッティング ホワイト 26x34インチ 4+4ply ¥10,860 （ ）¥11,240

ブックマッティング ホワイト 32x40インチ 4+4ply ¥11,840 （ ）¥11,240

8+4ply 新価格 　（旧価格）

ブックマッティング ホワイト 11x14インチ 8+4ply ¥5,780 （ ）¥5,760

ブックマッティング ホワイト 14x17インチ 8+4ply ¥6,630 （ ）¥5,400

ブックマッティング ホワイト 16x20インチ 8+4ply ¥6,650 （ ）¥6,620

ブックマッティング ホワイト 20x24インチ 8+4ply ¥9,090 （ ）¥8,980

ブックマッティング ホワイト 18x22インチ 8+4ply ¥9,130 （ ）¥8,980

ブックマッティング ホワイト 24x30インチ 8+4ply ¥13,580 （ ）¥13,440

ブックマッティング ホワイト 32x40インチ 8+4ply ¥13,610 （ ）¥15,840

フレーム

アルミフレームシルバー

ノックダウン 新価格 　（旧価格）

アルミフレーム ノックダウンシルバー  8x10インチ ¥3,300 （ ）¥2,800

アルミフレーム ノックダウンシルバー 11x14インチ ¥3,800 （ ）¥3,300

アルミフレーム ノックダウンシルバー 12x15インチ ¥4,300 （ ）¥3,500

アルミフレーム ノックダウンシルバー 14x17インチ ¥4,600 （ ）¥4,000

アルミフレーム ノックダウンシルバー 16x20インチ ¥5,300 （ ）¥4,600

アルミフレーム ノックダウンシルバー 18x22インチ ¥6,200 （ ）¥5,000

アルミフレーム ノックダウンシルバー 20x24インチ ¥6,800 （ ）¥5,600

アルミフレーム ノックダウンシルバー 22x28インチ ¥7,700 （ ）¥6,700

アルミフレーム ノックダウンシルバー 24x30インチ ¥8,900 （ ）¥7,200

アルミフレーム ノックダウンシルバー 32x40インチ ¥14,200 （ ）¥14,200

低反射アクリル付 新価格 　（旧価格）

アルミフレーム シルバー  8x10インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥8,500 （ ）¥8,000

アルミフレーム シルバー 11x14インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥12,300 （ ）¥11,800

アルミフレーム シルバー 12x15インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥12,800 （ ）¥12,000

アルミフレーム シルバー 14x17インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥16,200 （ ）¥15,600

アルミフレーム シルバー 16x20インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥19,500 （ ）¥18,500

アルミフレーム シルバー 18x22インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥23,000 （ ）¥21,800

アルミフレーム シルバー 20x24インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥26,300 （ ）¥25,100

アルミフレーム シルバー 22x28インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥38,900 （ ）¥37,900

アルミフレーム シルバー 24x30インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥40,100 （ ）¥38,400

低反射ガラス付 新価格 　（旧価格）

アルミフレーム シルバー  8x10インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥8,350 （ ）¥7,700

アルミフレーム シルバー 11x14インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥11,520 （ ）¥9,700

アルミフレーム シルバー 12x15インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥13,080 （ ）¥9,900

アルミフレーム シルバー 14x17インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥14,980 （ ）¥13,900

アルミフレーム シルバー 16x20インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥19,130 （ ）¥15,500

アルミフレーム シルバー 18x22インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥22,870 （ ）¥17,600

アルミフレーム シルバー 20x24インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥25,750 （ ）¥20,600

アルミフレーム シルバー 22x28インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥32,430 （ ）¥27,900

アルミフレーム シルバー 24x30インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥36,020 （ ）¥30,400

普通アクリル付 新価格 　（旧価格）

アルミフレーム シルバー  8x10インチ アクリル さし箱付 ¥6,030 （ ）¥5,900

アルミフレーム シルバー 11x14インチ アクリル さし箱付 ¥6,920 （ ）¥6,600

アルミフレーム シルバー 12x15インチ アクリル さし箱付 ¥7,420 （ ）¥7,000

アルミフレーム シルバー 14x17インチ アクリル さし箱付 ¥7,890 （ ）¥7,700

アルミフレーム シルバー 16x20インチ アクリル さし箱付 ¥9,870 （ ）¥9,300

アルミフレーム シルバー 18x22インチ アクリル さし箱付 ¥10,720 （ ）¥9,800

アルミフレーム シルバー 20x24インチ アクリル さし箱付 ¥12,960 （ ）¥12,100

アルミフレーム シルバー 22x28インチ アクリル さし箱付 ¥15,800 （ ）¥14,800

アルミフレーム シルバー 24x30インチ アクリル さし箱付 ¥17,000 （ ）¥15,300

普通ガラス付 新価格 　（旧価格）

アルミフレームシルバー  8x10インチ ガラス さし箱付 ¥5,910 （ ）¥5,600

アルミフレームシルバー 11x14インチ ガラス さし箱付 ¥6,550 （ ）¥6,600

アルミフレームシルバー 12x15インチ ガラス さし箱付 ¥7,180 （ ）¥6,800

アルミフレームシルバー 14x17インチ ガラス さし箱付 ¥7,520 （ ）¥7,500

アルミフレームシルバー 16x20インチ ガラス さし箱付 ¥9,180 （ ）¥8,700

アルミフレームシルバー 18x22インチ ガラス さし箱付 ¥10,220 （ ）¥10,400

アルミフレームシルバー 20ｘ24インチ ガラス さし箱付 ¥10,820 （ ）¥11,000

アルミフレームシルバー 22x28インチ ガラス さし箱付 ¥12,490 （ ）¥13,100

アルミフレームシルバー 24x30インチ ガラス さし箱付 ¥13,690 （ ）¥13,900

アルミフレームブラック

ノックダウン 新価格 　（旧価格）

アルミフレーム ノックダウンブラック  8x10インチ ¥3,300 （ ）¥2,800

アルミフレーム ノックダウンブラック 11x14インチ ¥3,800 （ ）¥3,300

アルミフレーム ノックダウンブラック 12x15インチ ¥4,300 （ ）¥3,500

アルミフレーム ノックダウンブラック 14x17インチ ¥4,600 （ ）¥4,000

アルミフレーム ノックダウンブラック 16x20インチ ¥5,600 （ ）¥4,600

アルミフレーム ノックダウンブラック 18x22インチ ¥6,200 （ ）¥5,000

アルミフレーム ノックダウンブラック 20x24インチ ¥6,800 （ ）¥5,600

アルミフレーム ノックダウンブラック 22x28インチ ¥7,700 （ ）¥6,700

アルミフレーム ノックダウンブラック 24x30インチ ¥8,900 （ ）¥7,200

低反射アクリル付 新価格 　（旧価格）

アルミフレーム ブラック  8x10インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥8,500 （ ）¥8,000

アルミフレーム ブラック 11x14インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥12,300 （ ）¥11,800

アルミフレーム ブラック 12x15インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥12,800 （ ）¥12,000

アルミフレーム ブラック 14x17インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥16,200 （ ）¥15,600

アルミフレーム ブラック 16x20インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥19,500 （ ）¥18,500

アルミフレーム ブラック 18x22インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥23,000 （ ）¥21,800

アルミフレーム ブラック 20x24インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥26,300 （ ）¥25,100

アルミフレーム ブラック 22x28インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥38,900 （ ）¥37,900

アルミフレーム ブラック 24x30インチ 低反射アクリル さし箱付 ¥40,100 （ ）¥38,400

低反射ガラス付 新価格 　（旧価格）

アルミフレーム ブラック  8x10インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥8,350 （ ）¥7,700

アルミフレーム ブラック 11x14インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥11,520 （ ）¥9,700

アルミフレーム ブラック 12x15インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥13,080 （ ）¥9,900

アルミフレーム ブラック 14x17インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥14,980 （ ）¥13,900

アルミフレーム ブラック 16x20インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥19,130 （ ）¥15,500

アルミフレーム ブラック 18x22インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥22,870 （ ）¥17,600

アルミフレーム ブラック 20x24インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥25,750 （ ）¥20,600

アルミフレーム ブラック 22x28インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥32,430 （ ）¥27,900

アルミフレーム ブラック 24x30インチ 低反射ガラス さし箱付 ¥36,020 （ ）¥30,400

普通アクリル付 新価格 　（旧価格）

アルミフレーム ブラック  8x10インチ アクリル さし箱付 ¥6,030 （ ）¥5,900

アルミフレーム ブラック 11x14インチ アクリル さし箱付 ¥6,920 （ ）¥6,600

アルミフレーム ブラック 12x15インチ アクリル さし箱付 ¥7,420 （ ）¥7,000

アルミフレーム ブラック 14x17インチ アクリル さし箱付 ¥7,890 （ ）¥7,700

アルミフレーム ブラック 16x20インチ アクリル さし箱付 ¥9,870 （ ）¥9,300

アルミフレーム ブラック 18x22インチ アクリル さし箱付 ¥10,720 （ ）¥9,800

アルミフレーム ブラック 20x24インチ アクリル さし箱付 ¥12,960 （ ）¥12,100

アルミフレーム ブラック 22x28インチ アクリル さし箱付 ¥15,800 （ ）¥14,800

アルミフレーム ブラック 24x30インチ アクリル さし箱付 ¥17,000 （ ）¥15,300

普通ガラス付 新価格 　（旧価格）

アルミフレームブラック  8x10インチ ガラス さし箱付 ¥5,910 （ ）¥5,600

アルミフレームブラック 11x14インチ ガラス さし箱付 ¥6,550 （ ）¥6,600

アルミフレームブラック 12x15インチ ガラス さし箱付 ¥7,180 （ ）¥6,800

アルミフレームブラック 14x17インチ ガラス さし箱付 ¥7,520 （ ）¥7,500

アルミフレームブラック 16x20インチ ガラス さし箱付 ¥9,180 （ ）¥8,700

アルミフレームブラック 18x22インチ ガラス さし箱付 ¥10,220 （ ）¥10,400

アルミフレームブラック 20x24インチ ガラス さし箱付 ¥10,820 （ ）¥11,000

アルミフレームブラック 22x28インチ ガラス さし箱付 ¥12,490 （ ）¥13,100

アルミフレームブラック 24x30インチ ガラス さし箱付 ¥13,690 （ ）¥13,900

低反射アクリル

低反射アクリル  8x10インチ ¥2,800 （ ）¥2,800

低反射アクリル 11x14インチ ¥6,100 （ ）¥6,100

低反射アクリル 12x15インチ ¥6,100 （ ）¥6,100

低反射アクリル 14x17インチ ¥9,200 （ ）¥9,200

低反射アクリル 16x20インチ ¥11,000 （ ）¥11,000

低反射アクリル 18x22インチ ¥13,800 （ ）¥13,800

低反射アクリル 20x24インチ ¥16,500 （ ）¥16,500

低反射アクリル 22x28インチ ¥28,000 （ ）¥28,000

低反射アクリル 24x30インチ ¥28,000 （ ）¥28,000

低反射ガラス

低反射ガラス  8x10インチ ¥2,650 （ ）¥2,500

低反射ガラス 11x14インチ ¥5,320 （ ）¥4,000

低反射ガラス 12x15インチ ¥6,380 （ ）¥4,000

低反射ガラス 14x17インチ ¥7,980 （ ）¥7,500

低反射ガラス 16x20インチ ¥10,630 （ ）¥8,000

低反射ガラス 18x22インチ ¥13,670 （ ）¥9,600

低反射ガラス 20x24インチ ¥15,950 （ ）¥12,000

低反射ガラス 22x28インチ ¥21,530 （ ）¥18,000

低反射ガラス 24x30インチ ¥23,920 （ ）¥20,000

普通アクリル

普通アクリル2mm  8x10インチ ¥330 （ ）¥700

普通アクリル2mm 11x14インチ ¥720 （ ）¥900

普通アクリル2mm 12x15インチ ¥720 （ ）¥1,100
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普通アクリル2mm 14x17インチ ¥890 （ ）¥1,300

普通アクリル2mm 16x20インチ ¥1,370 （ ）¥1,800

普通アクリル2mm 18x22インチ ¥1,520 （ ）¥1,800

普通アクリル3mm 20x24インチ ¥3,160 （ ）¥3,500

普通アクリル3mm 22x28インチ ¥4,900 （ ）¥4,900

普通アクリル3mm 24x30インチ ¥4,900 （ ）¥4,900

普通アクリル3mm 32x40インチ ¥9,800お取り寄せ （ ）¥10,000

普通ガラス

普通ガラス  8x10インチ ¥210 （ ）¥400

普通ガラス 11x14インチ ¥350 （ ）¥900

普通ガラス 12x15インチ ¥480 （ ）¥900

普通ガラス 14x17インチ ¥520 （ ）¥1,100

普通ガラス 16x20インチ ¥680 （ ）¥1,200

普通ガラス 18x22インチ ¥1,020 （ ）¥2,400

普通ガラス 20x24インチ ¥1,020 （ ）¥2,400

普通ガラス 22x28インチ ¥1,590 （ ）¥3,200

普通ガラス 24x30インチ ¥1,590 （ ）¥3,500

ミュージアムボード

アンティークホワイト

4ply 新価格 　（旧価格）

ミュージアムボード アンティークホワイト  8x10インチ  4ply ¥230 （ ）¥360

ミュージアムボード アンティークホワイト 11x14インチ 4ply ¥530 （ ）¥480

ミュージアムボード アンティークホワイト 12x15インチ 4ply ¥540 （ ）¥490

ミュージアムボード アンティークホワイト 14x17インチ 4ply ¥780 （ ）¥700

ミュージアムボード アンティークホワイト 16x20インチ 4ply ¥790 （ ）¥710

ミュージアムボード アンティークホワイト 18x22インチ 4ply ¥1,470 （ ）¥1,320

ミュージアムボード アンティークホワイト 20x24インチ 4ply ¥1,490 （ ）¥1,340

ミュージアムボード アンティークホワイト 22x28インチ 4ply ¥2,180 （ ）¥1,950

ミュージアムボード アンティークホワイト 24x30インチ 4ply ¥2,190 （ ）¥1,970

ミュージアムボード アンティークホワイト 32x40インチ 4ply ¥2,700 （ ）¥2,400

グレー

4ply 新価格 　（旧価格）

ミュージアムボード グレー  8x10インチ 4ply ¥250在庫限り （ ）¥1,210

ミュージアムボード グレー 11x14インチ 4ply ¥580在庫限り （ ）¥1,280

ミュージアムボード グレー 12x15インチ 4ply ¥590在庫限り （ ）¥1,290

ミュージアムボード グレー 14x17インチ 4ply ¥850在庫限り （ ）¥1,400

ミュージアムボード グレー 16x20インチ 4ply ¥860在庫限り （ ）¥1,410

ミュージアムボード グレー 18x22インチ 4ply ¥1,620在庫限り （ ）¥1,720

ミュージアムボード グレー 20x24インチ 4ply ¥1,640在庫限り （ ）¥1,740

ミュージアムボード グレー 22x28インチ 4ply ¥2,400在庫限り （ ）¥2,050

ミュージアムボード グレー 24x30インチ 4ply ¥2,420在庫限り （ ）¥2,070

ミュージアムボード グレー 32x40インチ 4ply ¥3,000在庫限り （ ）¥2,420

ソフトホワイト

4ply 新価格 　（旧価格）

ミュージアムボード ソフトホワイト  8x10インチ 4ply ¥230 （ ）¥360

ミュージアムボード ソフトホワイト 11x14インチ 4ply ¥530 （ ）¥480

ミュージアムボード ソフトホワイト 12x15インチ 4ply ¥540 （ ）¥490

ミュージアムボード ソフトホワイト 14x17インチ 4ply ¥780 （ ）¥700

ミュージアムボード ソフトホワイト 16x20インチ 4ply ¥790 （ ）¥710

ミュージアムボード ソフトホワイト 18x22インチ 4ply ¥1,470 （ ）¥1,320

ミュージアムボード ソフトホワイト 20x24インチ4ply ¥1,490 （ ）¥1,340

ミュージアムボード ソフトホワイト 22x28インチ 4ply ¥2,180 （ ）¥1,950

ミュージアムボード ソフトホワイト 24x30インチ 4ply ¥2,190 （ ）¥1,970

ミュージアムボード ソフトホワイト 25x32インチ 4ply ¥2,430 （ ）¥2,580

ミュージアムボード ソフトホワイト 32x40インチ 4ply ¥2,700 （ ）¥2,400

ブラック

4ply 新価格 　（旧価格）

ミュージアムボード ブラック 8x10インチ 4ply ¥250 （ ）¥460

ミュージアムボード ブラック 11x14インチ 4ply ¥580 （ ）¥620

ミュージアムボード ブラック 12x15インチ 4ply ¥590 （ ）¥630

ミュージアムボード ブラック 14x17インチ 4ply ¥850 （ ）¥900

ミュージアムボード ブラック 16x20インチ 4ply ¥860 （ ）¥910

ミュージアムボード ブラック 18x22インチ 4ply ¥1,620 （ ）¥1,720

ミュージアムボード ブラック 20x24インチ 4ply ¥1,640 （ ）¥1,740

ミュージアムボード ブラック 22x28インチ 4ply ¥2,400 （ ）¥2,550

ミュージアムボード ブラック 24x30インチ 4ply ¥2,420 （ ）¥2,570

ミュージアムボード ブラック 32x40インチ 4ply ¥3,000 （ ）¥3,200

ホワイト

2ply 新価格 　（旧価格）

ミュージアムボード ホワイト  8x10インチ 2ply ¥160 （ ）¥210

ミュージアムボード ホワイト 11x14インチ 2ply ¥350 （ ）¥280

ミュージアムボード ホワイト 12x15インチ 2ply ¥350 （ ）¥290

ミュージアムボード ホワイト 14x17インチ 2ply ¥500 （ ）¥400

ミュージアムボード ホワイト 16x20インチ 2ply ¥500 （ ）¥410

ミュージアムボード ホワイト 18x22インチ 2ply ¥510 （ ）¥720

ミュージアムボード ホワイト 20x24インチ 2ply ¥920 （ ）¥740

ミュージアムボード ホワイト 22x28インチ 2ply ¥940 （ ）¥1,050

ミュージアムボード ホワイト 24x30インチ 2ply ¥1,350 （ ）¥1,070

ミュージアムボード ホワイト 32x40インチ 2ply ¥1,510 （ ）¥1,200

4ply 新価格 　（旧価格）

ミュージアムボード ホワイト  8x10インチ 4ply ¥230 （ ）¥360

ミュージアムボード ホワイト 11x14インチ 4ply ¥530 （ ）¥480

ミュージアムボード ホワイト 12x15インチ 4ply ¥540 （ ）¥490

ミュージアムボード ホワイト 14x17インチ 4ply ¥780 （ ）¥700

ミュージアムボード ホワイト 16x20インチ 4ply ¥790 （ ）¥710

ミュージアムボード ホワイト 18x22インチ 4ply ¥1,470 （ ）¥1,320

ミュージアムボード ホワイト 20x24インチ 4ply ¥1,490 （ ）¥1,340

ミュージアムボード ホワイト 22x28インチ 4ply ¥2,180 （ ）¥1,950

ミュージアムボード ホワイト 24x30インチ 4ply ¥2,190 （ ）¥1,970

ミュージアムボード ホワイト 32x40インチ 4ply ¥2,700 （ ）¥2,400

ミュージアムボード ホワイト 40x60インチ 4ply ¥4,450お取り寄せ （ ）¥4,800

フォトラグ 32x40インチ ピュアホワイト 4ply ¥2,100お取り寄せ （ ）¥2,400

8ply 新価格 　（旧価格）

ミュージアムボード ホワイト  8x10インチ 8ply ¥500お取り寄せ （ ）¥960

ミュージアムボード ホワイト 11x14インチ 8ply ¥1,250お取り寄せ （ ）¥1,280

ミュージアムボード ホワイト 12x15インチ 8ply ¥1,250お取り寄せ （ ）¥1,290

ミュージアムボード ホワイト 14x17インチ 8ply ¥1,850お取り寄せ （ ）¥1,900

ミュージアムボード ホワイト 16x20インチ 8ply ¥1,860お取り寄せ （ ）¥1,910

ミュージアムボード ホワイト 18x22インチ 8ply ¥3,620お取り寄せ （ ）¥3,720

ミュージアムボード ホワイト 20x24インチ 8ply ¥3,640お取り寄せ （ ）¥3,740

ミュージアムボード ホワイト 22x28インチ 8ply ¥5,400お取り寄せ （ ）¥5,550

ミュージアムボード ホワイト 24x30インチ 8ply ¥5,420お取り寄せ （ ）¥5,570

ミュージアムボード ホワイト 32x40インチ 8ply ¥7,220お取り寄せ （ ）¥7,000

ミュージアムボード ホワイト 40x60インチ 8ply ¥10,700お取り寄せ （ ）¥11,600
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