
祝 叙勲・褒章

無料カタログ贈呈

額縁製造工場
直売カタログ

軽い 小さい
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御挨拶
この度は、栄えある叙勲・褒章をご受章なされ、心からお祝い申し上げます。
この輝かしい栄誉とご功績を末永くご顕彰いただく為に、額縁のご案内をさていただきます。
弊社は平成元年より長年にわたり額縁の製造一筋にて歩んできたメーカーでございます。
他の問屋業者と比べてメーカーであるがゆえに成し得る品質の高さ、価格の安さが

当社のセールスポイントでございます。
しかしながらお客様の声をお伺いするにつけ、

まだまだご満足いただける商品がご提供出来ていないのが現状でございます。
今般当社では、他社にない画期的な叙勲専用額を開発いたしました。
今までよりさらに見栄えが良く、且つ軽くてお値打ちな額でございます。

必ずやご満足頂けるものと確信しております。
この機に、他社と比較検討の上、是非当社にご用命いただければ幸いでございます。

どうぞお気軽にお申し付け下さい。
心よりお待ち申し上げております。

間仕切り棒を入れることによって
直接、賞状と勲章を収納することが
可能となり、大変すっきりとした
額縁に仕上がりました。
業界初の当社オリジナル商品です

★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

500
580

820 940

　取付金具（無料）

和室用
和室用か洋室用かどちらかをご指名下さい。

洋室用

和　室 洋　室

間仕切り棒

軽い 小さい

重さ 2.5㎏ 重さ 5.0㎏

特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

￥2,100（税込）

　佩用金具
商品番号 20-1

当社の叙勲額 他社の叙勲額

　足長額受け金具
￥1,000（税込）

商品番号 20-3

　額立て（天然木使用）
￥3,960（2本入・税込）

商品番号 20-2

430mm

230mm
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●材質／天然木使用　●アクリル（紫外線カット）使用

●取付金具一式付

叙勲額
50㎝

褒章額
44.5㎝

★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

￥16,000（税込）

◆叙勲額… K-106 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 81.5×50×5.7㎝

《功績章・章記・大臣表彰》

製造工場
直販価格

特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

飛翔飛翔（ひしょう）（ひしょう）

￥16,000（税込）

◆褒章額… K-107 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 73.5×44.5×5.1㎝

製造工場
直販価格

￥13,000（税込）

◆章記額… K-105
賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 73.5×44.5×3.7㎝

製造工場
直販価格

￥13,000（税込）

◆叙勲額… K-101 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 81.5×50×3.7㎝

重さ／2.5㎏ 製造工場
直販価格 ￥13,000（税込）

◆褒章額… K-102 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 73.5×44.5×3.7㎝

製造工場
直販価格

￥7,800（税込）

◆写真額＝半切… K-103
写真寸法／ 43.2×35.6㎝
額 外 寸／ 51.2×43.6×2.6㎝
重 　 さ／ 1.5㎏

製造工場
直販価格

￥6,500（税込）

◆写真額＝四つ… K-104
写真寸法／ 25.4×30.5㎝
額 外 寸／ 33.4×38.5×2.6㎝
重 　 さ／ 0.9㎏

製造工場
直販価格

重さ／2.2㎏

重さ／3.2㎏ 重さ／2.9㎏

重さ／2.2㎏

A…警察署 B…消防署 C…消防団

※ご注文の際は上記の3種類からお選び下さい。

叙勲額
50㎝

褒章額
44.5㎝

賞状と勲章と塗り箱を一緒に額縁に

賞状と勲章を一緒に額縁に
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叙勲額
50㎝

褒章額
44.5㎝

★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

《功績章・章記・大臣表彰》 特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

瑞雲瑞雲（ずいうん）（ずいうん）

●材質／天然木使用　●アクリル（紫外線カット）使用

●取付金具一式付

特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

叙勲額
50㎝

褒章額
44.5㎝

￥18,000（税込）

◆叙勲額… K-206 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 81.5×50×5.7㎝

製造工場
直販価格 ￥18,000（税込）

◆褒章額… K-207 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 73.5×44.5×5.1㎝

製造工場
直販価格

￥15,000（税込）

◆章記額… K-205
賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 73.5×44.5×3.7㎝

製造工場
直販価格

￥9,000（税込）

◆写真額＝半切… K-203
写真寸法／ 43.2×35.6㎝
額 外 寸／ 51.2×43.6×2.6㎝
重 　 さ／ 1.5㎏

製造工場
直販価格

￥7,500（税込）

◆写真額＝四つ… K-204
写真寸法／ 25.4×30.5㎝
額 外 寸／ 33.4×38.5×2.6㎝
重 　 さ／ 0.9㎏

製造工場
直販価格

￥15,000（税込）

◆叙勲額… K-201 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 81.5×50×3.7㎝

製造工場
直販価格 ￥15,000（税込）

◆褒章額… K-202 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 73.5×44.5×3.7㎝

製造工場
直販価格重さ／2.5㎏ 重さ／2.2㎏

重さ／3.2㎏ 重さ／2.9㎏

重さ／2.2㎏

A…警察署 B…消防署 C…消防団

※ご注文の際は上記の3種類からお選び下さい。

賞状と勲章と塗り箱を一緒に額縁に

賞状と勲章を一緒に額縁に
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叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

《功績章・章記・大臣表彰》 特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

旭旭（あさひ）（あさひ）

●材質／天然木使用　●アクリル（紫外線カット）使用

●取付金具一式付

特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

￥20,000（税込）

◆叙勲額… K-306 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×5.7㎝

製造工場
直販価格 ￥20,000（税込）

◆褒章額… K-307 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×5.1㎝

製造工場
直販価格

￥17,000（税込）

◆章記額… K-305
賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×3.5㎝

製造工場
直販価格

￥10,200（税込）

◆写真額＝半切… K-303
写真寸法／ 43.2×35.6㎝
額 外 寸／ 50.6×43×2.7㎝
重 　 さ／ 1.3㎏

製造工場
直販価格

￥8,500（税込）

◆写真額＝四つ… K-304
写真寸法／ 25.4×30.5㎝
額 外 寸／ 32.8×37.9×2.7㎝
重 　 さ／ 0.8㎏

製造工場
直販価格

￥17,000（税込）

◆叙勲額… K-301 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×3.5㎝

製造工場
直販価格 ￥17,000（税込）

◆褒章額… K-302 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×3.5㎝

製造工場
直販価格重さ／2.4㎏ 重さ／2.1㎏

重さ／3.1㎏ 重さ／2.8㎏

重さ／2.1㎏

A…警察署 B…消防署 C…消防団

※ご注文の際は上記の3種類からお選び下さい。

賞状と勲章と塗り箱を一緒に額縁に

賞状と勲章を一緒に額縁に
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叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

《功績章・章記・大臣表彰》 特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

朝陽朝陽（ちょうよう）（ちょうよう）

●材質／天然木使用　●アクリル（紫外線カット）使用

●取付金具一式付

特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

A…警察署 B…消防署 C…消防団

※ご注文の際は上記の3種類からお選び下さい。

￥20,000（税込）

◆叙勲額… K-406 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×5.7㎝

製造工場
直販価格 ￥20,000（税込）

◆褒章額… K-407 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×5.1㎝

製造工場
直販価格

￥17,000（税込）

◆章記額… K-405
賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×5.1㎝

製造工場
直販価格

￥10,200（税込）

◆写真額＝半切… K-403
写真寸法／ 43.2×35.6㎝
額 外 寸／ 50.6×43×2.7㎝
重 　 さ／ 1.3㎏

製造工場
直販価格

￥8,500（税込）

◆写真額＝四つ… K-404
写真寸法／ 25.4×30.5㎝
額 外 寸／ 32.8×37.9×2.7㎝
重 　 さ／ 0.8㎏

製造工場
直販価格

￥17,000（税込）

◆叙勲額… K-401 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×3.5㎝

製造工場
直販価格 ￥17,000（税込）

◆褒章額… K-402 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×3.5㎝

製造工場
直販価格重さ／2.4㎏ 重さ／2.1㎏

重さ／3.1㎏ 重さ／2.8㎏

重さ／2.1㎏

賞状と勲章と塗り箱を一緒に額縁に

賞状と勲章を一緒に額縁に
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

《功績章・章記・大臣表彰》 特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

平安平安（へいあん）（へいあん）

●材質／ツガ材　●アクリル（紫外線カット）使用

●取付金具一式付

特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

A…警察署 B…消防署 C…消防団

※ご注文の際は上記の3種類からお選び下さい。

￥24,000（税込）

◆叙勲額… K-506 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×5.7㎝

製造工場
直販価格 ￥24,000（税込）

◆褒章額… K-507 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×5.1㎝

製造工場
直販価格

￥21,000（税込）

◆章記額… K-505
賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×3.5㎝

製造工場
直販価格

￥12,600（税込）

◆写真額＝半切… K-503
写真寸法／ 43.2×35.6㎝
額 外 寸／ 50.6×43×2.7㎝
重 　 さ／ 1.3㎏

製造工場
直販価格

￥10,500（税込）

◆写真額＝四つ… K-504
写真寸法／ 25.4×30.5㎝
額 外 寸／ 32.8×37.9×2.7㎝
重 　 さ／ 0.8㎏

製造工場
直販価格

￥21,000（税込）

◆叙勲額… K-501 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×3.5㎝

製造工場
直販価格 ￥21,000（税込）

◆褒章額… K-502 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×3.5㎝

製造工場
直販価格

●漆風塗装

漆のような高級感あふれる
仕上がりとなっています。

重さ／2.4㎏ 重さ／2.1㎏

重さ／3.1㎏ 重さ／2.8㎏

重さ／2.1㎏

賞状と勲章と塗り箱を一緒に額縁に

賞状と勲章を一緒に額縁に
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

叙勲額
49.8㎝

褒章額
44.3㎝

《功績章・章記・大臣表彰》 特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

慶雲慶雲（けいうん）（けいうん）

●材質／天然木使用　●アクリル（紫外線カット）使用

●取付金具一式付

特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

叙勲額
49.8㎝

褒章額
44.3㎝

A…警察署 B…消防署 C…消防団

※ご注文の際は上記の3種類からお選び下さい。

￥30,000（税込）

◆叙勲額… K-606 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 81.3×49.8×6.1㎝

製造工場
直販価格 ￥30,000（税込）

◆褒章額… K-607 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 73.3×44.3×5.5㎝

製造工場
直販価格

￥27,000（税込）

◆章記額… K-605
賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 73.3×44.3×4.5㎝

製造工場
直販価格

￥16,200（税込）

◆写真額＝半切… K-603
写真寸法／ 43.2×35.6㎝
額 外 寸／ 51×43.4×4.1㎝
重 　 さ／ 1.5㎏

製造工場
直販価格

￥13,500（税込）

◆写真額＝四つ… K-604
写真寸法／ 25.4×30.5㎝
額 外 寸／ 33.2×38.3×4.1㎝
重 　 さ／ 0.9㎏

製造工場
直販価格

￥27,000（税込）

◆叙勲額… K-601 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 81.3×49.8×4.5㎝

製造工場
直販価格 ￥27,000（税込）

◆褒章額… K-602 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 73.3×44.3×4.5㎝

製造工場
直販価格

●金箔貼り
箔職人が1枚１枚
手作業で貼っています

重さ／2.5㎏ 重さ／2.2㎏

重さ／3.2㎏ 重さ／2.9㎏

重さ／2.2㎏

賞状と勲章と塗り箱を一緒に額縁に

賞状と勲章を一緒に額縁に
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

《功績章・章記・大臣表彰》 特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

福寿福寿（ふくじゅ）（ふくじゅ）

●材質／ツガ材　●アクリル（紫外線カット）使用

●取付金具一式付

特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

A…警察署 B…消防署 C…消防団

※ご注文の際は上記の3種類からお選び下さい。

￥38,000（税込）

◆叙勲額… K-616 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×5.7㎝

製造工場
直販価格 ￥38,000（税込）

◆褒章額… K-617 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×5.1㎝

製造工場
直販価格

￥35,000（税込）

◆章記額… K-615
賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×3.5㎝

製造工場
直販価格

重さ／3.1㎏ 重さ／2.8㎏

重さ／2.1㎏

叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

◆写真額＝半切

◆写真額＝四つ

写真寸法／ 43.2×35.6㎝　額外寸／ 50.6×43×2.7㎝　
重さ／ 1.3㎏

写真寸法／ 25.4×30.5㎝　額外寸／ 32.8×37.9×2.7㎝　
重さ／ 0.8㎏

賞状と勲章を一緒に額縁に

黒檀調高級塗装
世界的銘木「黒檀」その中でも特に木目の綺麗な縞黒檀の模様を表現するべ
く、当社で研究開発を重ね、当社独自の塗装方法を確立しました。その結果、
北米のツガ材を使用することで、重厚な縞黒檀の雰囲気を見事に表現するこ
とができました。

￥35,000（税込）

◆叙勲額… K-611 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×3.5㎝

製造工場
直販価格 ￥35,000（税込）

￥21,000（税込）

￥17,500（税込）

◆褒章額… K-612 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×3.5㎝

製造工場
直販価格

製造工場
直販価格

製造工場
直販価格

重さ／2.4㎏ 重さ／2.1㎏

重さ／1.3㎏

重さ／0.8㎏

K-613

K-614
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

《功績章・章記・大臣表彰》 特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

豊楽豊楽（ほうらく）（ほうらく）

●材質／ホワイトアッシュ材　●アクリル（紫外線カット）使用

●取付金具一式付

特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

A…警察署 B…消防署 C…消防団

※ご注文の際は上記の3種類からお選び下さい。

￥45,000（税込）

◆叙勲額… K-626 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×5.7㎝

製造工場
直販価格 ￥45,000（税込）

◆褒章額… K-627 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×5.1㎝

製造工場
直販価格

￥41,500（税込）

◆章記額… K-625
賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×3.5㎝

製造工場
直販価格

重さ／3.2㎏ 重さ／2.9㎏

重さ／2.2㎏

叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

◆写真額＝半切

◆写真額＝四つ

K-623

K-624

写真寸法／ 43.2×35.6㎝　額外寸／ 50.6×43×2.7㎝　
重さ／ 1.5㎏

写真寸法／ 25.4×30.5㎝　額外寸／ 32.8×37.9×2.7㎝　
重さ／ 0.9㎏

賞状と勲章を一緒に額縁に

ホワイトアッシュ材
別名、北米タモとも呼ばれ日本のタモの仲間です。チーク、マホガニー、ウォー
ルナット、に次ぐ銘木とも言われております。大きな特徴として、耐衝撃性・耐久
性を誇る「堅さ」が挙げられます。また、木目は大変美しく味わい深い塗装上が
りとなります。これらの特徴を生かして、高級家具、床材、エレキギター、野球の
バット等に使われています。

￥41,500（税込）

◆叙勲額… K-621 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×3.5㎝

製造工場
直販価格 ￥41,500（税込）

￥25,000（税込）

￥21,000（税込）

◆褒章額… K-622 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×3.5㎝

製造工場
直販価格

製造工場
直販価格

製造工場
直販価格

重さ／2.5㎏ 重さ／2.2㎏

重さ／1.5㎏

重さ／0.9㎏
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

《功績章・章記・大臣表彰》 特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

吉祥吉祥（きっしょう）（きっしょう）

●材質／チーク材　●アクリル（紫外線カット）使用

●取付金具一式付

特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

A…警察署 B…消防署 C…消防団

※ご注文の際は上記の3種類からお選び下さい。

￥55,000（税込）

◆叙勲額… K-706 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×5.7㎝

製造工場
直販価格 ￥55,000（税込）

◆褒章額… K-707 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×5.1㎝

製造工場
直販価格

￥51,000（税込）

◆章記額… K-705
賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×3.5㎝

製造工場
直販価格

重さ／3.2㎏ 重さ／2.9㎏

重さ／2.2㎏

★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

◆写真額＝半切

◆写真額＝四つ

K-703

K-704

写真寸法／ 43.2×35.6㎝　額外寸／ 50.6×43×2.7㎝　
重さ／ 1.5㎏

写真寸法／ 25.4×30.5㎝　額外寸／ 32.8×37.9×2.7㎝　
重さ／ 0.9㎏

賞状と勲章を一緒に額縁に

チーク材
「チーク」とは、インドから東南アジアが原産の落葉高木で、世界三大銘木とし
て知られています。古くはクイーンエリザベス２世号にも使われました。また日本
の国会議事堂や日本発のリゾートホテルとして知られる箱根・宮ノ下の富士屋
ホテルの内装材などにも使われています。

￥51,000（税込）

◆叙勲額… K-701 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×3.5㎝

製造工場
直販価格 ￥51,000（税込）

￥30,500（税込）

￥25,500（税込）

◆褒章額… K-702 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×3.5㎝

製造工場
直販価格

製造工場
直販価格

製造工場
直販価格

重さ／2.5㎏ 重さ／2.2㎏

重さ／1.5㎏

重さ／0.9㎏



20 21

★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

《功績章・章記・大臣表彰》 特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

花梨花梨（かりん）（かりん）

●材質／花梨材　●アクリル（紫外線カット）使用

●取付金具一式付

特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

A…警察署 B…消防署 C…消防団

※ご注文の際は上記の3種類からお選び下さい。

￥65,000（税込）

◆叙勲額… K-806 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×5.7㎝

製造工場
直販価格 ￥65,000（税込）

◆褒章額… K-807 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×5.1㎝

製造工場
直販価格

￥60,000（税込）

◆章記額… K-805
賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×3.5㎝

製造工場
直販価格

重さ／3.4㎏ 重さ／3.1㎏

重さ／2.4㎏

★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

◆写真額＝半切

◆写真額＝四つ

写真サイズ／ 43.2×35.6㎝　額寸法／ 50.6×43×2.7㎝
重さ／ 1.6㎏

写真サイズ／ 30..5×25.4㎝　額寸法／ 32.8×37.9×2.7㎝
重さ／ 1.1㎏

賞状と勲章を一緒に額縁に

花梨（かりん）
紫檀（シタン）や黒檀（コクタン）とともに、唐木（からき）のひとつです。
唐木とは、熱帯地方から日本への輸入銘木全般の総称です。
花梨は堅くて狂いにくい耐久性の高い高級材です。綺麗な光沢があり大変美
しいため、世界中で高級材として取引されています。
高級家具、楽器、床材、フローリング等に使われています。

￥60,000（税込）

◆叙勲額… K-801 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×3.5㎝

製造工場
直販価格 ￥60,000（税込）

￥36,000（税込）

￥30,000（税込）

◆褒章額… K-802 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×3.5㎝

製造工場
直販価格

製造工場
直販価格

製造工場
直販価格

重さ／2.7㎏ 重さ／2.4㎏

重さ／1.6㎏

重さ／1.1㎏
K-804

K-803
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

《功績章・章記・大臣表彰》 特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

鳳凰鳳凰（ほうおう）（ほうおう）

●材質／神代杉　●アクリル（紫外線カット）使用

●取付金具一式付

特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

A…警察署 B…消防署 C…消防団

※ご注文の際は上記の3種類からお選び下さい。

￥78,000（税込）

◆叙勲額… K-906 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×5.7㎝

製造工場
直販価格 ￥78,000（税込）

◆褒章額… K-907 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×5.1㎝

製造工場
直販価格

￥72,000（税込）

◆章記額… K-905
賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×5.1㎝

製造工場
直販価格

重さ／3.1㎏ 重さ／2.8㎏

重さ／2.1㎏

★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

叙勲額
49.4㎝

褒章額
43.9㎝

◆写真額＝半切

◆写真額＝四つ

写真寸法／ 43.2×35.6㎝　額外寸／ 50.6×43×2.7㎝　
重さ／ 1.3㎏

写真寸法／ 25.4×30.5㎝　額外寸／ 32.8×37.9×2.7㎝　
重さ／ 0.8㎏

賞状と勲章を一緒に額縁に

木の宝石 神代杉
神代杉（じんだいすぎ）とは、火山の噴火で火山灰に埋もれ腐らずに化石化し
た杉です。約800～ 2500年程火山灰に埋もれていないと、この独特の色には
なりません。主に秋田、山形、伊豆半島で採掘されます。大変希少価値の高い
銘木で、高級日本建築の装飾や工芸品に使われます。

￥72,000（税込）

◆叙勲額… K-901 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 80.9×49.4×3.5㎝

製造工場
直販価格 ￥72,000（税込）

￥43,000（税込）

￥36,000（税込）

◆褒章額… K-902 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 72.9×43.9×3.5㎝

製造工場
直販価格

製造工場
直販価格

製造工場
直販価格

重さ／2.4㎏ 重さ／2.1㎏

重さ／1.3㎏

重さ／0.8㎏
K-904

K-903
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

叙勲額
45.2㎝

褒章額
39.7㎝

《功績章・章記・大臣表彰》 特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

秋桜秋桜（こすもす）（こすもす）

●材質／天然木使用　●アクリル（紫外線カット）使用

●取付金具一式付

特許庁
意匠登録済

登録第1492327号

A…警察署 B…消防署 C…消防団

※ご注文の際は上記の3種類からお選び下さい。

￥22,000（税込）

◆叙勲額… K-456 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 76.7×45.2×5.5㎝

製造工場
直販価格 ￥22,000（税込）

◆褒章額… K-457 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 68.9×39.7×5.5㎝

製造工場
直販価格

￥19,000（税込）

◆章記額… K-455
賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 68.9×39.7×5.5㎝

製造工場
直販価格

重さ／3.1㎏ 重さ／2.8㎏

重さ／2.1㎏

超コンパクト

★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。

叙勲額
45.2㎝

褒章額
39.7㎝

￥11,500（税込）

◆写真額＝半切… K-453
写真寸法／ 43.2×35.6㎝
額 外 寸／ 46.4×38.8×5.5㎝
重 　 さ／ 1.3㎏

製造工場
直販価格

￥9,500（税込）

◆写真額＝四つ… K-454
写真寸法／ 25.4×30.5㎝
額 外 寸／ 28.6×33.7×5.5㎝
重 　 さ／ 0.8㎏

製造工場
直販価格

￥19,000（税込）

◆叙勲額… K-451 賞状寸法／ 59.4×42㎝
額 外 寸／ 76.7×45.2×5.5㎝

製造工場
直販価格 ￥19,000（税込）

◆褒章額… K-452 賞状寸法／ 51.5×36.4㎝
額 外 寸／ 68.9×39.7×5.5㎝

製造工場
直販価格

●光沢のある塗装です。
●深みのある額縁です。

重さ／2.4㎏ 重さ／2.1㎏



ご案内
▪ お申込方法

電話　  　0120-3456-20
FAX　0532-41-7576
郵便　同封の申込書と封筒をご利用下さい。

▪ 営業時間
朝9時～夜6時です。
休業日は土曜・日曜です。（年末・年始・お盆には別途休業日があります。）
◎工場見学ご希望の方は、工場の休業日が異なるため事前のご連絡をお願いします。

▪ お届け
ご注文受付後、約7～10日でお届けします。お急ぎの方はご連絡下さい。

▪ 消費税・送料
カタログ表示価格は全て税込表示となって
います。
一回のご注文金額が30,000円（税込）以上
の場合は、送料無料とさせて頂きます。

▪ お支払い
全て後払いとなっております。
郵便局の振り替え用紙（手数料当社負担）を商品と一緒にお届けしますので、
商品をご確認いただいてから、お近くの郵便局からご入金下さい。

▪ 注意事項
掲載商品は印刷のため、実際の色と多少異なって見えることがあります。
ご了承下さい。

〒441-3147　愛知県豊橋市大岩町字岩田 12-2
TEL.0532-43-5031　FAX.0532-41-7576
　　 0120-3456-20
E メール ◉ mail@aikoh-fr.co.jp
ホームページ ◉ http://www.aikoh-fr.co.jp/

送料一覧表
①本州 1梱包 650円（税込）

②四国と九州 1梱包 850円（税込）

③北海道 1梱包 1,000円（税込）

④沖縄と離島 個別にご案内致します

A-23



A-23
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。



430mm

230mm

20-4

20-4

20-1 佩用金具
¥ 2,100

はいよう

3,960（2個入り・税込）

当社使用のアクリルはガラスと違って
大切な賞状の色あせ・劣化の原因となる

紫外線を大部分カットします。

20-2

20-3

2 3

★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。



メーカー直販特別価格 ¥22,000（税込）で提供させて頂きます

メーカー直販特別価格 ¥26,000（税込）で提供させて頂きます

メーカー直販特別価格 
¥17,500（税込）で提供させて頂きます
メーカー直販特別価格 
¥14,500（税込）で提供させて頂きます
メーカー直販特別価格 
¥12,000

¥10,500

（税込）で提供させて頂きます
メーカー直販特別価格 

（税込）で提供させて頂きます

メーカー直販特別価格 
¥17,500（税込）で提供させて頂きます

一まわり小さな叙勲額・褒章額

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝88.4×53.3×5.5cm
重さ＝5.0kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝80.5×47.8×5.5cm
重さ＝4.2kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝80.5×47.8×5.5cm
重さ＝4.4kg

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝88.4×53.3×5.5cm
重さ＝5.1kg

写真サイズ＝56×45.7cm   額寸法＝66.8×56.5×5.5cm
重さ＝4.0kg

写真サイズ＝43.2×35.6cm   額寸法＝54×46.4×5.5cm
重さ＝2.5kg

写真サイズ＝30.5×25.4cm   額寸法＝41.3×36.2×5.5cm
重さ＝1.6kg

写真サイズ＝25.4×20.3cm   額寸法＝36.2×31.1×5.5cm
重さ＝1.3kg

賞状サイズ＝59.4×42cm
額寸法＝70.9×53.3×5.5cm
重さ＝4.0kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm
額寸法＝62.9×47.8×5.5cm
重さ＝3.2kg
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。



メーカー直販特別価格 ¥24,000（税込）で提供させて頂きます

メーカー直販特別価格 ¥28,000（税込）で提供させて頂きます

メーカー直販特別価格 ¥19,000（税込）で提供させて頂きます

メーカー直販特別価格 
¥19,000（税込）で提供させて頂きます
メーカー直販特別価格 
¥15,500（税込）で提供させて頂きます
メーカー直販特別価格 
¥13,000（税込）で提供させて頂きますす
メーカー直販特別価格 
¥11,500（税込）で提供させて頂きます

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝5.9kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.2kg

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.0kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.3kg

賞状サイズ＝59.4×42cm
額寸法＝75.9×58.3×5.5cm
重さ＝4.7kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm
額寸法＝67.9×52.8×5.5cm
重さ＝4.0kg

写真サイズ＝56×45.7cm   額寸法＝70.4×60.1×5.5cm
重さ＝4.7kg

写真サイズ＝43.2×35.6cm   額寸法＝57.6×50×5.5cm
重さ＝3.2kg

写真サイズ＝30.5×25.4cm   額寸法＝44.9×39.8×5.5cm
重さ＝2.2kg

写真サイズ＝25.4×20.3cm   額寸法＝39.8×34.7×5.5cm
重さ＝1.5kg
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★上記商品で一まわり小さなタイプもご用意しております。叙勲額　外寸＝ 88.4 × 53.3㎝
褒賞額　外寸＝ 80.5 × 47.8㎝



賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝5.9kg

賞状サイズ＝5.2×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.2kg

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.0kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.3kg

賞状サイズ＝59.4×42cm
額寸法＝75.9×58.3×5.5cm
重さ＝4.7kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm
額寸法＝67.9×52.8×5.5cm
重さ＝4.0kg

写真サイズ＝56×45.7cm   額寸法＝70.4×60.1×5.5cm
重さ＝4.7kg

写真サイズ＝43.2×35.6cm   額寸法＝57.6×50×5.5cm
重さ＝3.2kg

写真サイズ＝30.5×25.4cm   額寸法＝44.9×39.8×5.5cm
重さ＝2.2kg

写真サイズ＝25.4×20.3cm   額寸法＝39.8×34.7×5.5cm
重さ＝1.5kg
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★上記商品で一まわり小さなタイプもご用意しております。叙勲額　外寸＝ 88.4 × 53.3㎝
褒賞額　外寸＝ 80.5 × 47.8㎝



賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝5.9kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.2kg

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.0kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.3kg

賞状サイズ＝59.4×42cm
額寸法＝75.9×58.3×5.5cm
重さ＝4.7kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm
額寸法＝67.9×52.8×5.5cm
重さ＝4.0kg

写真サイズ＝56×45.7cm   額寸法＝70.4×60.1×5.5cm
重さ＝4.7kg

写真サイズ＝43.2×35.6cm   額寸法＝57.6×50×5.5cm
重さ＝3.2kg

写真サイズ＝30.5×25.4cm   額寸法＝44.9×39.8×5.5cm
重さ＝2.2kg

写真サイズ＝25.4×20.3cm   額寸法＝39.8×34.7×5.5cm
重さ＝1.5kg
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★上記商品で一まわり小さなタイプもご用意しております。叙勲額　外寸＝ 88.4 × 53.3㎝
褒賞額　外寸＝ 80.5 × 47.8㎝



楓
かえで

A40-1 A40-2 A40-5

A40-6

A40-7

A40-8

A40-9

A40-10

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝5.9kg

メーカー直販特別価格 で提供させて頂きます¥40,000（税込）
メーカー直販特別価格 で提供させて頂きます¥29,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥17,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥19,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥23,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥29,000（税込）

メーカー直販特別価格 で提供させて頂きます¥45,000（税込）

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.2kg

A40-3 A40-4賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.0kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.3kg

賞状サイズ＝59.4×42cm
額寸法＝75.9×58.3×5.5cm
重さ＝4.7kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm
額寸法＝67.9×52.8×5.5cm
重さ＝4.0kg

写真サイズ＝56×45.7cm   額寸法＝70.4×60.1×5.5cm
重さ＝4.7kg

写真サイズ＝43.2×35.6cm   額寸法＝57.6×50×5.5cm
重さ＝3.2kg

写真サイズ＝30.5×25.4cm   額寸法＝44.9×39.8×5.5cm
重さ＝2.2kg

写真サイズ＝25.4×20.3cm   額寸法＝39.8×34.7×5.5cm
重さ＝1.5kg
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★上記商品で一まわり小さなタイプもご用意しております。叙勲額　外寸＝ 88.4 × 53.3㎝
褒賞額　外寸＝ 80.5 × 47.8㎝



賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝5.9kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.2kg

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.0kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.3kg

賞状サイズ＝59.4×42cm
額寸法＝75.9×58.3×5.5cm
重さ＝4.7kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm
額寸法＝67.9×52.8×5.5cm
重さ＝4.0kg

写真サイズ＝56×45.7cm   額寸法＝70.4×60.1×5.5cm
重さ＝4.7kg

写真サイズ＝43.2×35.6cm   額寸法＝57.6×50×5.5cm
重さ＝3.2kg

写真サイズ＝30.5×25.4cm   額寸法＝44.9×39.8×5.5cm
重さ＝2.2kg

写真サイズ＝25.4×20.3cm   額寸法＝39.8×34.7×5.5cm
重さ＝1.5kg
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★上記商品で一まわり小さなタイプもご用意しております。叙勲額　外寸＝ 88.4 × 53.3㎝
褒賞額　外寸＝ 80.5 × 47.8㎝



賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝5.9kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.2kg

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.0kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.3kg

賞状サイズ＝59.4×42cm
額寸法＝75.9×58.3×5.5cm
重さ＝4.7kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm
額寸法＝67.9×52.8×5.5cm
重さ＝4.0kg

写真サイズ＝56×45.7cm   額寸法＝70.4×60.1×5.5cm
重さ＝4.7kg

写真サイズ＝43.2×35.6cm   額寸法＝57.6×50×5.5cm
重さ＝3.2kg

写真サイズ＝30.5×25.4cm   額寸法＝44.9×39.8×5.5cm
重さ＝2.2kg

写真サイズ＝25.4×20.3cm   額寸法＝39.8×34.7×5.5cm
重さ＝1.5kg
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★上記商品で一まわり小さなタイプもご用意しております。叙勲額　外寸＝ 88.4 × 53.3㎝
褒賞額　外寸＝ 80.5 × 47.8㎝



賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝5.9kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.2kg

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.0kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.3kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm
額寸法＝67.9×52.8×5.5cm
重さ＝4.0kg

賞状サイズ＝59.4×42cm
額寸法＝75.9×58.3×5.5cm
重さ＝4.7kg

写真サイズ＝56×45.7cm   額寸法＝70.4×60.1×5.5cm
重さ＝4.7kg

写真サイズ＝43.2×35.6cm   額寸法＝57.6×50×5.5cm
重さ＝3.2kg

写真サイズ＝30.5×25.4cm   額寸法＝44.9×39.8×5.5cm
重さ＝2.2kg

写真サイズ＝25.4×20.3cm   額寸法＝39.8×34.7×5.5cm
重さ＝1.5kg
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★上記商品で一まわり小さなタイプもご用意しております。叙勲額　外寸＝ 88.4 × 53.3㎝
褒賞額　外寸＝ 80.5 × 47.8㎝



賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.1kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.4kg

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.2kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.5kg

賞状サイズ＝59.4×42cm
額寸法＝75.9×58.3×5.5cm   重さ＝4.8kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm
額寸法＝67.9×52.8×5.5cm   重さ＝4.1kg
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★上記商品で一まわり小さなタイプもご用意しております。叙勲額　外寸＝ 88.4 × 53.3㎝
褒賞額　外寸＝ 80.5 × 47.8㎝



賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.1kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.4kg

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.2kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.5kg

賞状サイズ＝59.4×42cm
額寸法＝75.9×58.3×5.5cm   重さ＝4.8kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm
額寸法＝67.9×52.8×5.5cm   重さ＝4.1kg

写真サイズ＝56×45.7cm   額寸法＝70.4×60.1×5.5cm
重さ＝4.8kg

写真サイズ＝43.2×35.6cm   額寸法＝57.6×50×5.5cm
重さ＝3.3kg

写真サイズ＝30.5×25.4cm   額寸法＝44.9×39.8×5.5cm
重さ＝2.2kg

写真サイズ＝25.4×20.3cm   額寸法＝39.8×34.7×5.5cm
重さ＝1.5kg
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★上記商品で一まわり小さなタイプもご用意しております。叙勲額　外寸＝ 88.4 × 53.3㎝
褒賞額　外寸＝ 80.5 × 47.8㎝



麒麟
きりん

A64-1 A64-2

A64-7

A64-8

A64-9

A64-10

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.1kg

メーカー直販特別価格 で提供させて頂きます¥69,000（税込）

◀黒檀調高級塗装

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥27,500（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥52,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥30,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥39,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥52,000（税込）

メーカー直販特別価格 で提供させて頂きます¥75,000（税込）

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.4kg

A64-3 A64-4賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.2kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.5kg

写真サイズ＝56×45.7cm   額寸法＝70.4×60.1×5.5cm
重さ＝4.8kg

写真サイズ＝43.2×35.6cm   額寸法＝57.6×50×5.5cm
重さ＝3.3kg

写真サイズ＝30.5×25.4cm   額寸法＝44.9×39.8×5.5cm
重さ＝2.2kg

写真サイズ＝25.4×20.3cm   額寸法＝39.8×34.7×5.5cm
重さ＝1.5kg

世界的銘木「黒檀」その中で
も特に木目の綺麗な縞黒檀の
模様を表現するべく、当社で
研究開発を重ね、当社独自の
塗装方法を確立しました。そ
の結果、北米のツガ材を使用
することで、重厚な縞黒檀の
雰囲気を見事に表現すること
ができました。

A64-5 A64-6
賞状サイズ＝59.4×42cm
額寸法＝75.9×58.3×5.5cm
重さ＝4.8kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm
額寸法＝67.9×52.8×5.5cm
重さ＝4.1kg

ツガ材　●高級緞子張り（先染め）

光沢がありながらも上品な趣を
醸し出すため、先染め方式に
よって丹念に織り上げました。

▲高級緞子
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★上記商品で一まわり小さなタイプもご用意しております。叙勲額　外寸＝ 88.4 × 53.3㎝
褒賞額　外寸＝ 80.5 × 47.8㎝



琥珀
こはく

A65-1 A65-2

A65-7

A65-8

A65-9

A65-10

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.1kg

メーカー直販特別価格 で提供させて頂きます¥78,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥31,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥59,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥34,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥44,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥59,000（税込）

メーカー直販特別価格 で提供させて頂きます¥85,000（税込）

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.4kg

A65-3 A65-4賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.2kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.5kg

写真サイズ＝56×45.7cm   額寸法＝70.4×60.1×5.5cm
重さ＝4.8kg

写真サイズ＝43.2×35.6cm   額寸法＝57.6×50×5.5cm
重さ＝3.3kg

写真サイズ＝30.5×25.4cm   額寸法＝44.9×39.8×5.5cm
重さ＝2.2kg

写真サイズ＝25.4×20.3cm   額寸法＝39.8×34.7×5.5cm
重さ＝1.5kg

◀ホワイトアッシュ材
別名、北米タモとも呼ばれ日本
のタモの仲間です。チーク、マ
ホガニー、ウォールナット、に次
ぐ銘木とも言われております。
大きな特徴として、耐衝撃性・
耐久性を誇る「堅さ」が挙げら
れます。また、木目は大変美し
く味わい深い塗装上がりとなり
ます。これらの特徴を生かし
て、高級家具、床材、エレキギ
ター、野球のバット等に使われ
ています。

A65-5 A65-6
賞状サイズ＝59.4×42cm
額寸法＝75.9×58.3×5.5cm
重さ＝4.8kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm
額寸法＝67.9×52.8×5.5cm
重さ＝4.1kg

●額縁材質＝ホワイトアッシュ　●布地＝高級緞子張り（先染め）　●二重アクリル使用　●取付金具一式付

落ち着いた和調の趣とモダン
なムードを併せ持つ先染めの
織物です。暖かさ、優しさを表現
すべく、丹念に織り上げました。

▲やよい織
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★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。★上記商品で一まわり小さなタイプもご用意しております。叙勲額　外寸＝ 88.4 × 53.3㎝
褒賞額　外寸＝ 80.5 × 47.8㎝



立涌
たてわく

A63-1 A63-2

A63-7

A63-8

A63-9

A63-10

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.1kg

メーカー直販特別価格 で提供させて頂きます¥78,000（税込）

◎正絹織　宮内庁御用達業者　㈱龍村美術織物謹製の正絹織です
▲立涌模様の正絹織　立涌とは。格式高く縁起のよい日本の伝統文様

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥31,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥59,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥34,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥44,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥59,000（税込）

メーカー直販特別価格 で提供させて頂きます¥85,000（税込）

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.4kg

A63-3 A63-4賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.2kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.5kg

写真サイズ＝56×45.7cm   額寸法＝70.4×60.1×5.5cm
重さ＝4.8kg

写真サイズ＝43.2×35.6cm   額寸法＝57.6×50×5.5cm
重さ＝3.3kg

写真サイズ＝30.5×25.4cm   額寸法＝44.9×39.8×5.5cm
重さ＝2.2kg

写真サイズ＝25.4×20.3cm   額寸法＝39.8×34.7×5.5cm
重さ＝1.5kg

立涌は「２本の曲線を用いて水蒸気が沸き立ち昇っていく様子」を表す有職文様の一つです。有
職文様とは、平安時代以降に公家階級で装束・調度などに用いられていた伝統文様のことを指し
ます。この立涌文様は、正倉院の宝物として納められている古裂（いわゆる「正倉院裂」）にもよ
く見られます。また蒸気が立ち昇るさまは縁起の良いものとされ、吉祥文様の一つにされています。

A63-5 A63-6
賞状サイズ＝59.4×42cm
額寸法＝75.9×58.3×5.5cm
重さ＝4.8kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm
額寸法＝67.9×52.8×5.5cm
重さ＝4.1kg
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★上記商品で一まわり小さなタイプもご用意しております。叙勲額　外寸＝ 88.4 × 53.3㎝
褒賞額　外寸＝ 80.5 × 47.8㎝ ★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。



賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.1kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.4kg

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝6.2kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝5.5kg

賞状サイズ＝59.4×42cm
額寸法＝75.9×58.3×5.5cm   重さ＝4.8kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm
額寸法＝67.9×52.8×5.5cm   重さ＝4.1kg

写真サイズ＝56×45.7cm   額寸法＝70.4×60.1×5.5cm
重さ＝4.8kg

写真サイズ＝43.2×35.6cm   額寸法＝57.6×50×5.5cm
重さ＝3.3kg

写真サイズ＝30.5×25.4cm   額寸法＝44.9×39.8×5.5cm
重さ＝2.2kg

写真サイズ＝25.4×20.3cm   額寸法＝39.8×34.7×5.5cm
重さ＝1.5kg

メーカー直販特別価格 で提供させて頂きます¥105,000（税込）

メーカー直販特別価格 で提供させて頂きます¥115,000（税込）

で提供させて頂きます¥80,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥42,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥46,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥60,000（税込）

メーカー直販特別価格
で提供させて頂きます¥80,000（税込）

▲当社オリジナル高級緞子
チーク額の為だけにデザインしました。小菊柄をあ
しらい先染め方式で特別に織らせました。

額縁には、世界の3大銘木の1つ、チーク材を使用し
ております。美しい木目と、強靭な耐久性の為、高級
材として知られており、世界中で大変人気のある木
材です。
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★上記商品で一まわり小さなタイプもご用意しております。叙勲額　外寸＝ 88.4 × 53.3㎝
褒賞額　外寸＝ 80.5 × 47.8㎝ ★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。



賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝5.2kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝4.5kg

賞状サイズ＝59.4×42cm   額寸法＝93.4×58.3×5.5cm
重さ＝5.3kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm   額寸法＝85.5×52.8×5.5cm
重さ＝4.6kg

賞状サイズ＝59.4×42cm
額寸法＝75.9×58.3×5.5cm
重さ＝4.2kg

賞状サイズ＝51.5×36.4cm
額寸法＝67.9×52.8×5.5cm
重さ＝3.5kg

写真サイズ＝56×45.7cm   額寸法＝70.4×60.1×5.5cm
重さ＝4.2kg

写真サイズ＝43.2×35.6cm   額寸法＝57.6×50×5.5cm
重さ＝2.8kg

写真サイズ＝30.5×25.4cm   額寸法＝44.9×39.8×5.5cm
重さ＝1.9kg

写真サイズ＝25.4×20.3cm   額寸法＝39.8×34.7×5.5cm
重さ＝1.4kg
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★上記商品で一まわり小さなタイプもご用意しております。叙勲額　外寸＝ 88.4 × 53.3㎝
褒賞額　外寸＝ 80.5 × 47.8㎝ ★お問い合わせはこちら　　  0120-3456-20　お気軽にお問い合わせ下さい。
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ご案内

〒441-3147　愛知県豊橋市大岩町字岩田 12-2
TEL.0532-43-5031　FAX.0532-41-7576
　　 0120-3456-20
E メール ◉ mail@aikoh-fr.co.jp
ホームページ ◉ http://www.aikoh-fr.co.jp/

送料一覧表
①本州 1梱包 650円（税込）

②四国と九州 1梱包 850円（税込）

③北海道 1梱包 1,000円（税込）

④沖縄と離島 個別にご案内致します

▪ お申込方法
電話　  　0120-3456-20
FAX　0532-41-7576
郵便　同封の申込書と封筒をご利用下さい。

▪ 営業時間
朝9時～夜6時です。
休業日は土曜・日曜です。（年末・年始・お盆には別途休業日があります。）
◎工場見学ご希望の方は、工場の休業日が異なるため事前のご連絡をお願いします。

▪ お届け
ご注文受付後、約7～10日でお届けします。お急ぎの方はご連絡下さい。

▪ 消費税・送料
カタログ表示価格は全て税込表示となって
います。
一回のご注文金額が30,000円（税込）以上
の場合は、送料無料とさせて頂きます。

▪ お支払い
全て後払いとなっております。
郵便局の振り替え用紙（手数料当社負担）を商品と一緒にお届けしますので、
商品をご確認いただいてから、お近くの郵便局からご入金下さい。

▪ 注意事項
掲載商品は印刷のため、実際の色と多少異なって見えることがあります。
ご了承下さい。


