
富士樹脂工業オリジナル室名サイン注文票 
ステンレスサイン

FJ-S-01

FJ-S-02

FJ-S-03

FJ-S-04

FJ-S-05

FJ-S-06

¥6,480

¥3,240

¥3,780

¥7,560

¥5,184

¥5,184

W240×H40×D6 ㎜
黒アクリル＋SUS.HL 仕上げ
在・不在表示窓付のステンレスサイン
窓に在室・使用中等の文字入れも可能（オプション）

黒アクリル＋SUS.HL 仕上げ
シンプルながら高級感のあるステンレスサイン

黒アクリル＋SUS.HL 仕上げ
存在感のあるステンレスサイン

黒アクリル＋SUS.HL 仕上げ（両面）
薄型のステンレス突出しサイン（受注製作品）

好評のステンレス室名サイン FJ-S01 を
在・不在表示のみに集約。

FJ-S05 をさらに小型にしました。
小型の在・不在表示サインでは今までにない
高級感のあるサインです。

W240×H40×D6 ㎜

W150×H150×D6 ㎜

W70×H40×D6mm

W70×H30×D6mm

W165×H150×D19㎜
盤面：W150×H150×D7㎜

品　番 サイズ 仕様・特徴 標準価格 台数

台

台

台

台

台

台

（
税
込
）

文字入れ（+1200円）
裏面マグネット（+300円）
裏面マジックテープ（+200円）

FJ-S-01W ¥6,480W240×H40×D6 ㎜
黒アクリル＋SUS.HL 仕上げ
ワイドな在・不在表示窓付のステンレスサイン
窓にオリジナルピクト・在室・使用中等の文字入れ可能（オプション） 台

オリジナルピクト・文字入れ（+1200円）
裏面マグネット（+300円）
裏面マジックテープ（+200円）

文字入れ（+1200円）
裏面マグネット（+300円）
裏面マジックテープ（+200円）

文字入れ（+1200円）
裏面マグネット（+300円）
裏面マジックテープ（+200円）

文字入れ（+1200円）
裏面マグネット（+300円）
裏面マジックテープ（+200円）

文字入れ（+1200円）
裏面マグネット（+300円）
裏面マジックテープ（+200円）

文字入れ（+1200円）
裏面マグネット（+300円）
裏面マジックテープ（+200円）

FJ-S-02p ¥11,880ステンレスベース+裏面マグネット付きアクリル
 　　　 +在・不在サインFJ-S-off裏面マグネット付き

本体（ステンレス部分）W180×Ｈ65×D11mm
アクリルサイズ  W180×H40×D5mm
FJ-S-off 裏面マグネット付き 台

文字入れ（+1200円）

FJ-S-p ¥7,560
ステンレスのフレームに紙を差し込む機能を内蔵。
簡単に室名サインの交換ができます。透明か白の薄いアクリル板
をお付けします。（お選びください）

本体（ステンレス部分）W180×Ｈ53×D15mm
差し込む紙のサイズ W180×H50mm 台

文字入れ（+1200円）
裏面マグネット（+300円）
（ 透明板　　白板 ）←必ずお選びください

備考 /オプション（該当に◯）

在・不在表示サイン

FJ-A-off

FJ-S-off

FJ-B-off

¥6,480W180×H15×D7 ㎜

W180×H15×D8mm

W180×H15×D8mm

黒マットアクリル
在・不在表示窓のみの既存サイン併設用

表面真鍮＋黒マットアクリル
在・不在表示窓のみの既存サイン併設用

表面ステンレス＋黒マットアクリル
在・不在表示窓のみの既存サイン併設用

FJ-A-off02 ¥6,480

¥9,720

¥8,640

W120×H19×D21 ㎜ アルミ＋アクリル
角棒の移動で在・不在を表示

備考 /オプション（該当に◯） 台数

台

台

台

台

品　番 サイズ 仕様・特徴 標準価格
（
税
込
）

文字入れ（+1200円）
裏面マグネット（+300円）
裏面マジックテープ（+200円）

文字入れ（+1200円）
裏面マグネット（+300円）
裏面マジックテープ（+200円）

文字入れ（+1200円）
裏面マグネット（+300円）
裏面マジックテープ（+200円）

文字入れ（+1200円）
裏面マグネット（+300円）
裏面マジックテープ（+200円）

アクリルサイン

FJ-A-01

FJ-A-02

FJ-A-03

FJ-A-04

¥6,480

¥1,080

¥6,480

¥7,560

¥6,480

W180×H180×D8㎜
（アクリル板サイズ） 

W240×H40×D3㎜

W120×H130×D52㎜

W240×H46×D15mm
（アクリルサイズW240×H40×D13mm）

8mmガラス色アクリル　周囲テーパー加工
オリジナル化粧キャップ（12φ）、
スペーサー（10mm、15mmより選択）付

白マットアクリル加工
小型のアクリル製突出しサイン（受注製作品）

透明アクリル裏面シート貼り
ON/OFF 表示付き

3mm白色マットアクリル
マット板アクリルを使用したシンプルなサイン

備考 /オプション（該当に◯） 台数

台

台

台

台

品　番 サイズ 仕様・特徴 標準価格
（
税
込
）

文字入れ（+1200円）

スペーサー選択
　10mm　15mm

文字入れ（+1200円）
裏面マグネット（+300円）
裏面マジックテープ（+200円）

文字入れ（+1200円）

文字入れ（+1200円）
裏面マグネット（+300円）

スチールベース（塗装）＋透明アクリル10t（マグネット脱着式）
スタイリッシュなアクリルサイン    ビス同梱

FJ-A-04off
（在・不在表示サイン仕様）

FJ-R-off

W240×H46×D15mm
（アクリルサイズW168×H40×D13mm+

ON/OFF サインW70×H40×D13）

80Φmm 　D10mm

¥12,960 台

台

文字入れ（+1200円）
裏面マグネット（+300円）

在空表示面変更（+1200円）
裏面マグネット（+300円）
裏面マジックテープ（+200円）

【アクリルサイン部分】スチールベース（塗装）＋透明アクリル10t
【ON/OFFサイン部分】FJ-S-05特注仕様    ビス同梱

営業時間 /平日9:00～17:30

◆お届け先

お名前

備　考

お支払い方法（どちらかに◯）
銀行振込は振込確認後の発送になります

ご住所

TEL FAX

〒
代引（+¥432）

銀行振込
（手数料はお客様負担でお願いします）

 FAX.03-3466-3722TEL.03-3466-3710  

お届け先が違う場合の配送先住所、オプション追加の内容、ご要望など御記入ください

送料：1,080 円（全国一律）※2万円以上ご購入で送料無料



富士樹脂工業オリジナル室名サイン注文票 

FJ-MA-BKA-n室名サイン

タイプ

在・不在表示
サイン付き

在・不在表示
ペーパーホルダー

付き

FJ-MAシリーズ

FJ-MA-BKA-p

¥11,340

¥18,360

¥11,340

¥16,200

¥18,360

W180×H180×D22 ㎜

W180×H180×D22 ㎜

W180×H180×D22 ㎜

品　番 サイズ 側面の柄 仕様・特徴 標準価格 台数

台

台

台

台

台

（
税
込
）

文字入れ（+1200円）

文字入れ（+1200円）

文字入れ（+1200円）

文字入れ（+1200円）

文字入れ（+1200円）

文字入れ（+1200円）

文字入れ（+1200円）

文字入れ（+1200円）

文字入れ（+1200円）

文字入れ（+1200円）

文字入れ（+1200円）

FJ-MA-BKA-off ¥16,200
台

オプション（該当に◯）

営業時間 /平日9:00～17:30

◆お届け先

お名前

備　考

お支払い方法（どちらかに◯）
銀行振込は振込確認後の発送になります

ご住所

TEL FAX

〒
代引（+¥432）

銀行振込
（手数料はお客様負担でお願いします）

 FAX.03-3466-3722TEL.03-3466-3710  

お届け先が違う場合の配送先住所、オプション追加の内容、ご要望など御記入ください

送料：1,080 円（全国一律）※2万円以上ご購入で送料無料

黒
マ
ッ
ト
ア
ク
リ
ル

アクリル製、表面アクリル黒マット、側面木
目調シートBKAタイプ貼
アクリルの室名表示サインプレートに在不在
サイン付き。側面はクールな木目調です。
アクリル製、表面黒マットアクリル、側面木
目調シートBKAタイプ貼 
アクリルの室名表示サインプレートに在不在
サイン +ペーパーホルダー付き。側面はクー
ルな木目調です。

アクリル製、表面アクリル黒マット、側面木
目調シートBKAタイプ貼 
アクリルの室名表示サインプレート。側面は
クールなBKAタイプの木目調です。

FJ-MA-BKB-n室名サイン

在・不在表示
サイン付き

在・不在表示
ペーパーホルダー

付き
FJ-MA-BKB-p

W180×H180×D22 ㎜

W180×H180×D22 ㎜

W180×H180×D22 ㎜

FJ-MA-BKB-off
アクリル製、表面アクリル黒マット、側面木
目調シートBKBタイプ貼
アクリルの室名表示サインプレートに在不在
サイン付き。側面は落ち着いた木目調です。
アクリル製、表面黒マットアクリル、側面木
目調シートBKBタイプ貼 
アクリルの室名表示サインプレートに在不在
サイン +ペーパーホルダー付き。側面は落ち
着いた木目調です。

アクリル製、表面アクリル黒マット、側面木
目調シートBKBタイプ貼 
アクリルの室名表示サインプレート。側面は
落ち着いた木目調です。

FJ-MA-WHA-n室名サイン

在・不在表示
サイン付き

在・不在表示
ペーパーホルダー

付き
FJ-MA-WHA-p

¥11,340

¥18,360

¥11,340

¥16,200

¥18,360

W180×H180×D22 ㎜

W180×H180×D22 ㎜

W180×H180×D22 ㎜

台

台

台

台

台

文字入れ（+1200円）

FJ-MA-WHA-off ¥16,200
台白

マ
ッ
ト
ア
ク
リ
ル

アクリル製、表面アクリル黒マット、側面木
目調シートWHAタイプ貼
アクリルの室名表示サインプレートに在不在
サイン付き。側面は明るい木目調です。

アクリル製、表面黒マットアクリル、側面木
目調シートWHAタイプ貼 
アクリルの室名表示サインプレートに在不在
サイン +ペーパーホルダー付き。側面は明る
い木目調です。

アクリル製、表面アクリル黒マット、側面木
目調シートWHAタイプ貼 
アクリルの室名表示サインプレート。側面は
明るいの木目調です。

FJ-MA-WHB-n室名サイン

在・不在表示
サイン付き

在・不在表示
ペーパーホルダー

付き
FJ-MA-WHB-p

W180×H180×D22 ㎜

W180×H180×D22 ㎜

W180×H180×D22 ㎜

FJ-MA-WHB-off
アクリル製、表面アクリル黒マット、側面木
目調シートWHBタイプ貼
アクリルの室名表示サインプレートに在不在
サイン付き。側面は落ち着いた木目調です。
アクリル製、表面黒マットアクリル、側面木
目調シートWHBタイプ貼 
アクリルの室名表示サインプレートに在不在
サイン +ペーパーホルダー付き。側面は落ち
着いた木目調です。

アクリル製、表面アクリル黒マット、側面木
目調シートWHBタイプ貼 
アクリルの室名表示サインプレート。側面は
落ち着いた木目調です。

アクリルマットサインシリーズ　FJ-MA シリーズ

BKA

BKA

BKA

BKB

BKB

BKB

WHA

WHA

WHA

WHB

WHB

WHB


