
お問い合せは 03-5214-7246 アートウェブ担当まで

http://www.art-web.jp/back_panel.html

　格安売り切りバックパネル全国販売　　
【お客様ご自身で組立が必要です！・短期使い捨てタイプ】

◆価格￥38.800-（税込）「送料別途」
 ※国内最安値です。（アートウェブ調べ）

◇イラストレーターデータ⼊稿が必要です。
◇サイズは幅 1800× ⾼さ 1800 〜 2400

仕上がり⾼さ最⼤2400まで、料⾦据え置きで
サービス致しますが、送料が異なります。
サイン会や出版発表等の座った状態の記者会⾒では、
⾼さ1800で⼗分です。

◇デザインも依頼されたいお客様 
デザイン校正代￥11.000- + 本体製作 + 送料

デザイン依頼とは、グリッドにお客様ご希望のロゴマークや企業名を配置し、
イラストレーターデータをお客様に変わり制作いたします。

最⼤

破格値！

2400

1800

1800

イメージモデルの身長 175 ㎝

★ デザインサンプル ★
DCBA

弊社埼⽟⼯場までお客様お引取の場合、送料不要です。

詳しく⾒る！



お問い合せは 03-5214-7246 アートウェブ担当まで
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※ご注意
納品時の梱包サイズは左画像ほどのビッグサイズです。

重量は約5㎏ですが、お一人での移動、運搬は行わないでください。

必ず、周囲に配慮して二名様以上での移動、運搬、組立を行ってください。
*梱包サイズW950×高さ2450あります。一般的な事務所等では天井にあたります。

*事前に寸歩のご確認をお願い致します。またハロゲンライト等の照明器具付近には火災の
　恐れがあるため設営できません。

パネル高さ 2400 の場合

高さ1800～ 2000

県　名

県　名

高さ2100～ 2400

区　分　　　　　1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　4　　　　　　5　　　　　6　　　　　　7

高さ1800～ 2000

高さ2100～ 2400

区　分　　　　　8　　　　　　9　　　　　10　　　　　11　　　　　　12　　　　　13　　　　  14　　　　15

北海道 青森県

岩手県

秋田県

宮城県

山形県

福島県

神奈川県

山梨県

茨城県

栃木県

群馬県

千葉県

東京都

埼玉県 新潟県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

富山県

石川県

福井県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

大分県

熊本県

宮崎県
鹿児島県

沖縄県滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県
和歌山県

￥7.650-

￥12.320-

￥7.650-

￥12.320-

￥7.650-

￥12.320-

￥7.650-

￥12.320-

￥21.200-

￥25.870-

￥7.530-

￥12.210-

￥7.530-

￥12.210-

￥7.530-

￥12.210-

￥7.320-

￥11.990-

￥7.320-

￥11.990-

￥7.320-

￥11.990-

￥7.320-

￥11.990-

￥7.320-

￥11.990-

￥7.320-

￥11.990-

￥7.430-

￥12.100-

※上記運送価格は、佐川急便（株）様のご厚意により通常価格より割り引きしていただいております。
※地域によって納品までのお時間が異なります。（２～３日間）沖縄を除く
弊社工場より出荷後の運送中のトラブルや延滞に関する責任は、免責とさせていただきます。
必ずお時間に余裕を持ったお申込、ご注文をお願い致します。

A
B

A
B

送料一覧

←

1111
テキストボックス
弊社埼玉工場までお客様引取の場合、送料不要です。



お問い合せは 03-5214-7246 アートウェブ担当まで

お申込方法・ご利用にあたってのご注意
★お申込方法★

本PDF６ページ目のお申込書（専用見積依頼書）に必要事項ご記入・ご署名・捺印の上、
アートウェブ担当までFAXをお送り下さい。

★ご利用にあたってのご注意★

以下、ご注意を必ずご確認の上、ご依頼賜りますようお願い申し上げます。

*通常の納期は、お客様よりデータを入稿いただいてから、製作期間約10日間+配達時間です。
（配達時間は地域によって異なります。お申込をいただきました後、お知らせいたします。）

*「大至急！納品してください」はお請けしておりません。

*格安売切りバックパネルでは、色校正提出やサンプル出しは行っておりません。

*本製品は記者会見やイベント等で短時間「一回利用」を目的としております。組立完成後の長期保管、
  一端解体すると再利用できません。長期利用向けに製作されておりませんので、予めご承知願います。

*解りやすい組立説明書を同梱して発送しております。重量は約5㎏ですが全体サイズが大きいので、思わ
  ぬ事故を起こす可能性がございます。組立作業は、必ず周囲に配慮して2名様以上で行ってください。

*屋外でのご利用は出来ません。水濡れすると印字面に色の「にじみ」やパネルの破損を起こします。

*弊社では発送前に厳しい商品チェックをして出荷しております。パネルの表面は汚れやすいので、同梱の
  手袋を使用してください。
１，組立時、お客様によるパネル表面への手垢汚れやパネルの破損につきまして、お客様管理のもと行って
　　ください。
２，子供を対象としたイベント等で本製品を利用する場合は、必ずパネルサイドに管理者をつけてください。
　　思わぬ事故に繋がる可能性があります。
３，天井付近のハロゲンライト等の照明器具やスプリンクラー、熱感知器に注意してください。パネル取り
　　回しの際、お客様の不注意による熱感知期の誤発砲や散水障害、火災等の責任は一切負いかねます。
４，納期には十分の余裕を取ってください。弊社発送後の運送中のトラブルや延滞につきましても
　　責任を負いかねます。

【保証期間・免責事項】
商品の性質上、保証期間はございません。
製品の不良や使用時の不注意に起因する、他品・人物への障害、損害、及び運用上のお客様の不利益や損害
に関しましては、免責とさせていただきます。

http://www.art-web.jp/back_panel.html

バックパネル使用後の残材処分は、お客様で分別の後正しく処分いただきますようお願い致します。



お問い合せは 03-5214-7246 アートウェブ担当まで

決済方法・デザインサンプル
★ 格安売切りバックパネル：決済方法 ★

※佐川急便e-コレクトによる代替え決済となります。
　現金、各種カードもご利用可能です。佐川急便配送の際にお支払いください。

ご利用いただけるクレジットカードは以下になります。

http://www.art-web.jp/back_panel.html

■ 格安売切りバックパネルご依頼のお客様へ ■
ご要望の方へ上記のイラレデータをメールにてお送りしますので、ご利用のイラストレーターバージョンをお申込書に
ご記入ください。

★ デザインサンプル ★

サンプルグリッドサイズ
　　Ａ＝Ｗ300×Ｈ300

サンプルグリッドサイズ
　　Ｂ＝Ｗ300×Ｈ150

サンプルグリッドサイズ
　　C＝Ｗ300×Ｈ150

サンプルグリッドサイズ
　　D＝Ｗ300×Ｈ150

DCBA

デビッドカード及び電子マネー「QUICPay〔TM〕（クイックペイ）」も
ご利用いただけます。

デザイン依頼とは、グリッドにお客様ご希望のロゴマークや企業名を配置し、
イラストレーターデータをお客様に変わり制作いたします。
1、ロゴマークや企業名など、配置したいものをお知らせください。
2、下記A〜Dより背景をお選び下さい。



お問い合せは 03-5214-7246アートウェブ担当まで
メール : info@art-web.jp

最近の施工例 （ご依頼ありがとうございました。）

http://www.art-web.jp/back_panel.html



発注パネルサイズ及び台数　　※ご希望のサイズの台数をご記入ください

・ご不明な箇所は空欄のままFAXをお送りください。
・FAX 送信いただいた内容を弊社にて確認し、お見積をメール又はFAXにてお送り
　いたします。
・お見積りをご確認・ご了承後、ご返信FAXにて本発注となります。

H2400

データに
　ついて

お支払
について

その他

納品場所

e-mail

携帯

@

ご住所

希望納期 　　　　年　　　月　　　日　

入稿予定日

　　　　年　　　月　　　日　　　　：　　　　～

データの形式　※○をお付け下さい

　　　イラストレーター　　　フォトショップ

佐川急便　e-コレクトによる代金引換となります。

03-5214-7247
格安売切りバックパネル申込み

間口1.8Ｍ×高さ 2.4Ｍ×奥行き 45cm

H2300 間口 1.8Ｍ×高さ 2.3Ｍ×奥行き 45cm

H2200 間口 1.8Ｍ×高さ 2.2Ｍ×奥行き 45cm

H2100 間口 1.8Ｍ×高さ 2.1Ｍ×奥行き 45cm

38.800-

38.800-

38.800-

38.800-

H2000 間口 1.8Ｍ×高さ 2.0Ｍ×奥行き 45cm 38.800-

H1900 間口 1.8Ｍ×高さ 1.9Ｍ×奥行き 45cm 38.800-

H1800

デザイン 申込む  ・  不要

間口 1.8Ｍ×高さ 1.8Ｍ×奥行き 45cm 38.800-

11.000-

（ⓐ+ⓑ+ⓒ＝合計￥　　　　　　）

台数サイズ

専用見積依頼書

デザイン案 1案につき 金　額

金　額

送　料 別紙送料一覧をご覧ください。  

サイズ区分 地域区分

A・B
ⓒ

ⓐ

ⓑ

□「ご利用にあたってのご注意」を確認し申し込みます。（レ点を入れてください。）

・複数ご依頼の場合別途お見積いたします。

お見積金額
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