
www.iron-works.jp

ロートアイアン製品 総合カタログ
2 0 2 2

店舗看板
階段手摺
戸建表札

アートカッティング表札
シンプルモダン表札
マンション表札

サインポール表札
追加オブジェ

妻飾り
イニシャルオーナメント

オーナメント
ハウスデコレーション
ホームデコレーション



2

ロートアイアンのある暮らし

「ロートアイアン」・・・それは欧州の景色では必ず目にする、鉄の工芸品です。

鉄を真っ赤に焼いて、曲げて伸ばして

私たちはお客様一人ひとりの為に一点一点デザインと製作をしています。

表札は「家を表す札」

お客様の、好みやスタイル、願い、大切にしていること　望むイメージ、ご趣味など、

ご要望をお聞きして家にぴったりと合うものを　ロートアイアン　という素材で

お客様「らしい」商品（作品）をいっしょにお作りしていきます。

ロートアイアンは本当に不思議なアイテムです。

ひとつあるだけで、その家の雰囲気を贅沢に変えてしまいます。

手すりや面格子、妻飾りなど大きいものは、存在感も大きく家の象徴となります。

鉄は自然の生み出した強くて優しい素材

触れても地球の声が聞こえるようなロートアイアン

美術品のようなデザインのロートアイアン

アイアン工房はお客様の日常を「Special」に変える仕事をしていきたいと思っています。
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戸建用
表札

妻飾り

マンション用
表札

ハウスデコ
レーション

アートカッティング 
表札

イニシャル
オーナメント

サインポール対応
表札

ホーム
デコレーション

シンプルモダン 
表札

オーナメント

追加用
オブジェ

施工例

案内

店舗看板

階段手摺

ロートアイアンとは鍛鉄のことで、炉に入れて真っ赤になるまで熱した鉄を、熟練し

た職人がハンマーで叩いたり曲げたり伸ばすことによって形を作り、加工されたアイ

アン製品のことを言います。

ロートアイアンは、１枚の鉄板を切るだけのレーザーカットのアイアン製品とは違い、

立体感・重厚感等、多彩な表現を演出できます。

また当店の製品は、ビスの取付け等の細部にまでこだわりの仕上がりです。通常、ロー

トアイアン製品は、一筆書きのように全てが繋がったデザインで形を保っています。
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デザイン画

一筆書きデザイン
だから各パーツが
バラバラ落ちません

製作前に図面で確認。
修正相談ください。
ご希望の塗装色で
製作できます！

ロートアイアンで

製作して

完成しました！

この写真で

つくりたい！

１つに繋がった

デザインを描いて

もらいました

ペット ・ バイク ・ 楽器 ・ ロゴ、 なんでもご相談ください！

この写真で

つくりたい！

この写真で

つくりたい！
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店舗
看板店舗看板

shopsign-01

マットブラック＆コパー

500 × 616mm

（税込）

￥107,800￥107,800

shopsign-02

マットブラック＆リッチゴールド

560 × 230mm

（税込）

￥60,280￥60,280
※横に壁付けタイプ

shopsign-04

アンティークグリーン

380 × 250mm

（税込）

￥96,800￥96,800
※横に壁付けタイプ

shopsign-06

マットブラック＆レッドルビー

560 × 380mm

（税込）

￥60,280￥60,280

～ 店舗看板 ～
店舗のロゴを使ったデザインもご相談ください

ロートアイアンでお店が素敵に変わる看板を制作します。
その他、装飾品（オブジェ・アクセサリー・手摺り・フラワーボックス・面格子 etc.）何でもご相談下さい。

お店のロゴを入れた

横付けの看板が欲しい

当社のロゴマークで

つくれるのかな？

一部のパーツを

変更して製作したい

カラフルな

看板にしたい

お店のコンセプトを

看板に表現したい

他店との

差別化がしたい

shopsign-03

マットブラック

550 × 312mm

（税込）

￥82,280￥82,280
※横に壁付けタイプ
※オブジェ交換可能

shopsign-05

マットブラック＆リッチゴールド

文字：マッチゴールド

300 × 288mm

（税込）

￥60,280￥60,280
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店舗 
看板店舗看板shopsign-08

マットブラック＆コパー

404 × 214mm

￥41,800￥41,800
（税込）

shopsign-07

マットブラック＆リッチゴールド

486 × 430mm

（税込）

￥107,800￥107,800
※書体：センチュリー大文字限定

shopsign-13

マットブラック＆ブルー

900 × 200mm

（税込）

￥96,800￥96,800

shopsign-14

クリーム＆リッチゴールド

500 × 245mm

（税込）

￥96,800￥96,800

shopsign-15

マットブラック

447 × 485mm

（税込）

￥118,800￥118,800
ティーショップ　店舗看板 /ブラケットタイプ

shopsign-16

マットブラック＆ダークグリーン�

400 × 600mm

（税込）

￥151,800￥151,800
ハンドクラフト　店舗看板 /ブラケットタイプ

shopsign-17
男の子：F69-40T( 日塗工番号）

女の子：F05-40X（日塗工番号）

文字：グロスゴールド

その他：マットブラック

400 × 517mm

（税込）

￥151,800￥151,800
レストルーム　サイン /ブラケットタイプ

ヘアサロン　店舗看板 ヘア＆ネイルサロン　店舗看板

shopsign-09

エレガントホワイト

400 × 473mm

（税込）

￥96,800￥96,800

shopsign-10

洋服仕立て屋　店舗看板 /ブラケットタイプ

shopsign-09

マットブラック

350 × 111mm

（税込）

￥41,800￥41,800

shopsign-09

shopsign-11
バラ：F97-50V、F97-70P、F95-

50V（日塗工番号）

葉：F45-30L（日塗工番号）

その他：マットブラック

468 × 532mm

（税込）

￥151,800￥151,800
音楽教室　看板 /ブラケットタイプ

shopsign-12

マットブラック

700 × 180mm

（税込）

￥96,800￥96,800
ヘアサロン　店舗看板
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階段手摺

階段手すり（５段タイプ）

踏み面：230mm

蹴上げ：200mm

の階段に合う５段タイプ

（税込）

￥162,800￥162,800

HR-5-STANDARD1

HR-4-STANDARD1

階段手すり（４段タイプ）

踏み面：230mm

蹴上げ：200mm

の階段に合う４段タイプ

（税込）

￥129,800￥129,800

HR-3-STANDARD2

階段手すり（3段タイプ）

踏み面：230mm

蹴上げ：200mm�

階段に合う 3段タイプ

（税込）

￥96,800￥96,800

階段手すり（2段タイプ）

踏み面：230mm

蹴上げ：200mm�

階段に合う 2段タイプ

（税込）

￥74,800￥74,800

HR-2-STANDARD2

～ 手摺り・階段手摺り ～
階段タイプ・棒タイプのデザインを取り揃えました

送料無料
表示価格は税抜価格です

手摺り・階段手摺り ～屋内・屋外用～

ヨーロッパの雰囲気・ナチュラルな雰囲気・アー
トな雰囲気・シンプルな雰囲気、どのようなデザ
インでもアイアン手摺りは階段をアートに変えて
しまいます。自然素材ならではの独特な手触りも
楽しめるアイアン手摺り。自由なデザイン・寸法
にも対応いたします（別途お見積り）

憧れのアイアンの装飾手摺り
階段タイプ・棒タイプのデザインを取り揃えました

階段手すり（3段タイプ）

踏み面：230mm

蹴上げ：200mm

の階段に合う 3段タイプ

（税込）

￥96,800￥96,800

HR-3-STANDARD1

HR-2-STANDARD1

階段手すり（2段タイプ）

踏み面：230mm

蹴上げ：200mm�

階段に合う 2段タイプ

（税込）

￥74,800￥74,800

HR-5-STANDARD2

階段手すり（5段タイプ）

踏み面：230mm

蹴上げ：200mm�

階段に合う 5段タイプ

（税込）

￥162,800￥162,800

HR-4-STANDARD2

階段手すり（4段タイプ）

踏み面：230mm

蹴上げ：200mm�

階段に合う 4段タイプ

（税込）

￥129,800￥129,800
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階段手摺

HR-4-STANDARD3

階段手すり（4段タイプ）

踏み面：230mm

蹴上げ：200mm�

階段に合う 4段タイプ

（税込）

￥129,800￥129,800

HR-B-3

マットブラック＆シルバー

490 × 80mm

（税込）

￥50,600￥50,600
壁付け用（デザイン・補助）手すり

（税込）

（税込）

￥162,800￥162,800

HR-5-STANDARD3

階段手すり（5段タイプ）

踏み面：230mm

蹴上げ：200mm�

階段に合う 5段タイプ

手すり

マットブラック＆リッチゴールド

1300 × 250mm/ 太さ：16mm

（税込）

￥71,280￥71,280
※サイズ変更の場合、お見積りとなりますのでご注文前にお問合せください。

HR-B-1 HR-B-2

手すり

マットブラック＆シルバー

1200 × 229mm

（税込）

￥71,280￥71,280
※サイズ変更の場合、お見積りとなりますのでご注文前にお問合せください。

HR-B-5

マットブラック

812 × 80mm

￥50,600￥50,600

（税込）

￥96,800￥96,800
（税込）

HR-3-STANDARD3

階段手すり（3段タイプ）

踏み面：230mm

蹴上げ：200mm�

階段に合う 3段タイプ

HR-5-SIMPLE

階段手すり（5段タイプ）

踏み面：230mm

蹴上げ：200mm�

階段に合う 5段タイプ

（税込）

￥110,000￥110,000

（税込）

￥74,800￥74,800
（税込）

HR-2-STANDARD3

階段手すり（2段タイプ）

踏み面：230mm

蹴上げ：200mm�

階段に合う 2段タイプ
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戸建用
表札

～ オリジナルデザイン表札 <039> ～

039-04

マットブラック

402 × 205mm

（税込）

￥36,080￥36,080

039-04B

マットブラック＆シルバー

420 × 175mm

（税込）

￥36,080￥36,080

039-04FL

マットブラック

380 × 140mm

（税込）

￥36,080￥36,080

039-04OL

マットブラック

390 × 195mm

（税込）

￥36,080￥36,080

039-04K

エレガントホワイト

380 × 140mm

（税込）

￥36,080￥36,080

039-04KB

マットブラック＆レッドルビー

380 × 130mm

（税込）

￥36,080￥36,080

ロートアイアン製デザイン表札

●お取り付け方法

※ご注意事項

一戸建ての玄関先・門柱・塀などに
適した戸建用表札です。

100 種類以上のデザインの中からお選び頂けます。

品番のデザインをベースにオリジナルデザインや店名サイン・

表示サインも製作可能です。

取付け場所に応じた大きさにてオーダーを承ります。

（大きさデザインにより別途お見積り）

送料無料
表示価格は税抜価格です

・ピン差込取付仕様（背面に６mmのピンが付いています）

・ビス取付仕様（ビスによる取付け）

品番によっては「指定カラー」「指定フォント」「デザイン

注釈」があります。

送料

￥1,500/1コ
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戸建用
表札

（税込）※書体：センチュリー大文字限定 （税込）

￥47,080￥47,080

039-08B

マットブラック

380 × 143mm

（税込）

￥38,280￥38,280

039-10B

マットブラック

450 × 205mm

（税込）

￥49,280￥49,280

039-06

マットブラック

380 × 180mm

￥36,080￥36,080

039-07

ホワイト＆リッチゴールド

380 × 270mm

039-11B

ホワイト＆リッチゴールド

薔薇：F02-80L ＆ RICHGOLD

400 × 138mm�

（税込）

￥37,950￥37,950

039-14

マットブラック＆リッチゴールド

400 × 140mm

（税込）

￥36,080￥36,080

039-16

マットブラック＆ダークグリーン

380 × 245mm

（税込）

￥49,500￥49,500

039-15

エレガントホワイト

400 × 160mm

（税込）

￥43,780￥43,780

039-18B

マットブラック＆リッチゴールド

450 × 120mm

（税込）

￥49,280￥49,280

039-17

マットブラック＆コパー

300 × 120mm

（税込）

￥38,280￥38,280
※下部に地番または年号を無料にてお入れできます。

039-19

マットブラック

400 × 210mm

（税込）

￥40,480￥40,480
※下部に地番または年号を無料にてお入れできます。

039-23B

マットブラック

220 × 100mm

（税込）

￥38,280￥38,280
※抜き文字になっているので背景が見えるデザインです。
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戸建用
表札

039-28B

マットブラック＆リッチゴールド

380 × 198mm

（税込）

￥36,080￥36,080

039-29

マットブラック＆ダークグリーン

380 × 180mm

（税込）

￥31,680￥31,680

039-31

マットブラック

420 × 131mm

（税込）

￥36,080￥36,080

039-33B

鳥・梅等：マットブラック＆リッ

チゴールド

その他：マットブラック

208 × 180mm

（税込）

￥42,680￥42,680

039-30

クリーム＆リッチゴールド

420 × 230mm

（税込）

￥42,020￥42,020

039-32B

マットブラック＆ダークグリーン

375 × 59.5mm

（税込）

￥36,080￥36,080

039-34-2

マットブラック＆シルバー

380 × 220mm

（税込）

￥49,280￥49,280

039-25

マットブラック＆リッチゴールド

500 × 310mm

（税込）

￥71,280￥71,280
※二世帯表札：上段・下段で２つの名前を入れることができます。

039-26

マットブラック＆ダークグリーン

560 × 200mm

（税込）

￥53,240￥53,240

039-35B

RYOKUSHO

423 × 194mm

（税込）

￥42,680￥42,680

039-37

マットブラック＆レッドルビー

380 × 172mm

（税込）

￥49,280￥49,280

039-38B

マットブラック＆リッチゴールド

430 × 93mm

（税込）

￥42,680￥42,680
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戸建用
表札

039-40

マットブラック

文字・星：マットブラック＆リッ

チゴールド ( 強 )

460 × 120mm

（税込）

￥42,680￥42,680

039-42

マットブラック＆リッチゴールド

400 × 122mm

（税込）

￥38,280￥38,280

039-41

マットブラック＆コパー

400 × 128mm

（税込）

￥38,280￥38,280

039-43

マットブラック

450 × 130mm

（税込）

￥49,280￥49,280
※２世帯表札（上段・下段で２つの名前を入れることができます）

039-45

マットブラック

400 × 145mm

（税込）

￥42,680￥42,680

039-46

マットブラック＆レッドルビー

418 × 138mm

（税込）

￥38,280￥38,280
※書体：スクリプト・フレンチスクリプト限定

039-47

マットブラック＆シルバー

450 × 122mm

（税込）

￥53,240￥53,240

039-48

マットブラック＆リッチゴールド

バラ：MADBLACK+RUST+RUBY

413 × 145mm

（税込）

￥51,480￥51,480

039-49B

マットブラック

398 × 96mm

（税込）

￥38,280￥38,280
※サンプルの書体 ( カナオープン）限定。ひらがなでご注文ください。

039-50

マットブラック＆リッチゴールド

430 × 120mm

（税込）

￥38,280￥38,280

039-52

マットブラック＆リッチゴールド

400 × 133mm

（税込）

￥43,780￥43,780

039-54

マットブラック＆リッチゴールド

420 × 178mm

オブジェ：OBJ-D

（税込）

￥36,080￥36,080
※オブジェ交換可能
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戸建用
表札

039-55

五線：マットブラック

記号・綴り：マットブラック＆リッ

チゴールド

380 × 136mm

（税込）

￥43,780￥43,780

039-57

マットブラック＆シルバー

バラ：Matblack、Rust&Ruby

570 × 180mm

（税込）

￥43,780￥43,780

039-56

マットブラック

380 × 191mm

（税込）

￥36,080￥36,080

039-62

マットブラック＆レッドルビー

170 × 165mm

（税込）

￥38,280￥38,280

039-61

マットブラック

330 × 70mm

（税込）

￥38,280￥38,280

039-63
マットブラック＆コパー

葉：マットブラック＆ダークグ

リーン

チェリー：標準色

364 × 150mm

（税込）

￥42,680￥42,680

039-65

マットブラック＆コパー

472 × 148mm

※ 8mm厚つプレートを使用

（税込）

￥33,000￥33,000

039-74

ホワイト＆リッチゴールド

366 × 133mm

（税込）

￥47,080￥47,080

039-75

マットブラック＆シルバー

467 × 150mm

（税込）

￥58,080￥58,080
※下部に地番または年号を無料にてお入れできます。

039-60

マットブラック＆ダークグリーン

イチゴ：標準色

437 × 220mm

（税込）

￥58,080￥58,080

039-76

マットブラック＆リッチゴールド

460 × 210mm

（税別）

￥49,280￥49,280

039-79B

濃い部分：F85-50P

薄い部分：F85-70L

サイズ：430 × 190mm�

（税込）

￥38,280￥38,280
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戸建用
表札

（税込） （税込）

（税込）

039-82B
文字・うさぎ：マットブラック＆

コパー

その他：マットブラック＆コパー

（マットブラック＆コパー少なめ）

194 × 300mm

（税込）

￥47,080￥47,080

039-81

マットブラック＆ B69-50T

345 × 104mm

（税込）

￥49,280￥49,280

039-83

マットブラック＆リッチゴールド

月星：ホワイト＆リッチゴールド

520 × 220mm

￥49,280￥49,280

039-85

マットブラック

420 × 277mm

（税込）※二世帯表札（上下に２つの名前を入れることができます）

039-86

マットブラック＆シルバー

350 × 145mm

039-88

￥38,280￥38,280

039-89

ホワイト＆リッチゴールド

362 × 252mm

（税込）

￥38,280￥38,280

039-90

マットブラック＆ダークグリーン

427 × 259mm

（税込）

￥49,280￥49,280
※二世帯表札（上下に２つの名前を入れることができます）

B05-40X/ エフェクト：リッチゴー

ルド

440 × 115mm

￥42,680￥42,680

￥38,280￥38,280

039-93

エレガントホワイト

文字：リッチゴールド

200 × 95mm

（税込）

￥38,280￥38,280

039-95

B92-80H( 日本塗料工業会）

420 × 210mm

（税込）

￥42,680￥42,680

039-94

マットブラック＆リッチゴールド

文字：マッチゴールド

386 × 167mm

（税込）

￥38,280￥38,280

039-96
マットブラック

花：White,B25-80W

葉：マットブラック＆ダークグ

リーン

459 × 188mm

（税込）

￥42,680￥42,680
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戸建用
表札

039-105

ヒトデ：マットブラック＆リッチゴー

ルド

その他：マットブラック＆ B69-50T

サイズ：400 × 102.5mm

（税込）

039-99

（税込）

￥42,680￥42,680

039-101

マットブラック

450 × 211mm

（税込）

￥38,280￥38,280

￥38,280￥38,280

マットブラック

430 × 139mm

039-102

マットブラック

400 × 332mm

（税込）

￥48,180￥48,180

039-103

マットブラック

250 × 35mm
（税込）

￥33,000￥33,000

039-104

書体：ホワイト＆リッチゴールド

魚：マットブラック＆ブルー

サイズ：250 × 280mm

（税込）

039-100

（税込）

￥60,280￥60,280

￥38,280￥38,280

マットブラック＆ブルー

富士山：ホワイト＆リッチゴール

ド

（マッチゴールド）

471 × 162mm

ここのスペースには傘を掛けることが出来ます。
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アートカッティング 
表札

ST-07

マットブラック

380 × 94mm

（税込）

￥42,680￥42,680

ST-01

マットブラック

400 × 220mm

（税込）

￥43,780￥43,780

ST-03

マットブラック

380 × 95mm

（税込）

￥38,280￥38,280

ST-06

マットブラック

380 × 93mm

（税込）

￥38,280￥38,280

ST-02

マットブラック

386 × 145mm

（税込）

￥36,080￥36,080

ST-05

マットブラック

370 × 126mm

（税込）

￥36,080￥36,080

～ アートカッティング表札 <ST> ～
プレート切り出し・ロープライスデザイン表札

送料無料
表示価格は税抜価格です

お客様のイラストをそのまま商品にすることも承ります。
追加オプション、ご要望の内容によっては価格が変わります。
現行品番デザインをベースにオリジナルデザイン、看板等も
製作可能です。（別途お見積り）

１１枚枚のの鉄鉄板板かからら切切りり出出さされれるるハハイイククオオリリテティィ

ロローーププラライイススででデデザザイインン性性のの高高いい表表札札でですす。。

●お取り付け方法
◎ピン差込取付仕様

取付下地がブロックやコンクリートに適します。
壁の中に挿入するピンのサイズは径６mm 、長さ70mmです。

◎ビス取付仕様
取付下地がモルタル仕上、サイディング等の木部に取り付け
る仕様です。
取付用ビスはヘッドの部分を表札と同色に塗装してお届けし
ます。ビスのサイズは径4.5ｍｍ、長さ65ｍｍのステン
レスビスです。表札側に壁面から20ｍｍ浮かせるための座金
がセットされています。     

ママッットトブブララッックク以以外外ののオオリリジジナナルル99色色のの塗塗装装ををごご希希望望のの折折はは
別別途途、、88,,000000円円（（税税別別））ににてて承承りりまますす。。
WWEEBBオオププシショョンン品品番番：：SSTT--CCOOLLOORR
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アートカッティング 
表札

ST-14

マットブラック

367 × 102mm

（税込）

￥36,080￥36,080

ST-08

マットブラック

380 × 122mm

（税込）

￥36,080￥36,080

ST-10

マットブラック

418 × 95mm

（税込）

￥38,280￥38,280

ST-12

マットブラック

400 × 131mm

（税込）

￥38,280￥38,280

ST-15

マットブラック

380 × 149mm

（税込）

￥38,280￥38,280

ST-17

マットブラック

370 × 152mm

（税込）

￥38,280￥38,280

ST-09

マットブラック

380 × 135mm

（税込）

￥36,080￥36,080

ST-11

マットブラック

395 × 187mm

（税込）

￥38,280￥38,280

ST-13-1

マットブラック

380 × 183mm

（税込）

￥36,080￥36,080

ST-13-4

マットブラック

380 × 196mm

（税込）

￥36,080￥36,080

ST-13-2

マットブラック

380 × 152mm

（税込）

￥36,080￥36,080

ST-13-3

マットブラック

380 × 163mm

（税込）

￥36,080￥36,080
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アートカッティング 
表札

ST-18

マットブラック

327 × 136mm

￥38,280￥38,280

ST-19

マットブラック

380 × 166mm

（税込）

￥36,080￥36,080

ST-20

マットブラック

400 × 194mm

￥38,280￥38,280

ST-22

マットブラック

360 × 124mm

（税込）

￥38,280￥38,280

ST-24

マットブラック

380 × 135mm

（税込）

￥38,280￥38,280

ST-27

マットブラック�

362 × 61mm

（税込）

￥42,680￥42,680

ST-23

マットブラック

331 × 176mm

（税込）

￥36,080￥36,080

ST-25

マットブラック

380 × 128mm

（税込）

￥36,080￥36,080

ST-28

マットブラック�

450 × 123mm

（税込）

￥38,280￥38,280

ST-30

マットブラック

380 × 72mm

（税込）

￥36,080￥36,080

ST-29

マットブラック限定

350 × 100mm

※ 8mmプレートを使用

（税込）

￥33,000￥33,000
※書体スクリプト限定

（税込）

（税込）
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シンプルモダン 
表札

～ シンプルモダン表札 <GS> ～

GS5-5

プレート厚：５mm

文字高：30 ～ 50mm

（税込）

￥6,050￥6,050

GS8-5

プレート厚：８mm

文字高：30 ～ 50mm

（税込）

￥6,600￥6,600

GS5-8

プレート厚：５mm

文字高：51 ～ 80mm

（税込）

￥6,600￥6,600

GS8-8

プレート厚：８mm

文字高：51 ～ 80mm

（税込）

￥7,150￥7,150

GS5-12

プレート厚：５mm

文字高：81 ～ 120mm

（税別）

￥7,150￥7,150

GS8-12

プレート厚：８mm

文字高：81 ～ 120mm

（税込）

￥7,700￥7,700

１文字 １文字

１文字 １文字

１文字 １文字

セパレートな切り出し文字表札

送料無料
表示価格は税抜価格です

どのようなお家にも合わせやすい表札です。

プレートの厚みと文字の高さにより品番が

分かれています。

ア ル フ ァ ベ ッ ト の 切 文 字
シ ン プ ル モ ダ ン

※シンプルモダン表札（GS品番) 推奨書体
・フォントモダン
・BD モダン

※GGSSKK55--1122はは漢漢字字限限定定でですす。。    

書体：京円
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シンプルモダン 
表札

GSK5-12

和W94 × H90mm

田W94 × 81mm

書体：京円

※価格は１文字の価格です。�

（税込）

￥16,500￥16,500
綴りは漢字で、数量は綴り（漢字）の文字数をご指定ください。

GS-KATAKANA

プレート厚：５mm

文字高：30 ～ 50mm

（税込）

￥6,600￥6,600

GS-OBJ-05

GS 表札の下に入る矢印の様なオ

ブジェとなります。

（税込）

￥7,700￥7,700

GS-OBJ-06

GS 表札の上に入れる屋根の様な

オブジェとなります。

（税込）

￥7,700￥7,700

GS-OBJ-07

GS 表札の下に入る捻じりのある

オブジェとなります。

（税込）

￥7,700￥7,700

GS-OBJ-08

GS 表札の下に入る筆書き風のオ

ブジェとなります。

（税込）

￥7,700￥7,700

GS-OBJ-02

GS 表札の四隅を囲うオブジェと

なります。

（税込）

￥7,700￥7,700

GS-OBJ-04

GS 表札をの下に入るツタの様な

オブジェとなります。

（税込）

￥7,700￥7,700

１文字 １文字
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マンション用
表札

MS-05

マットブラック＆リッチゴールド

プレート：マットブラック

208 × 82mm

（税込）

￥40,480￥40,480

～ マンション用表札 <MS> ～
マンション用ロートアイアン表札

マンション表札は「取付仕様」が通常の表札・妻飾りと異なります。
プレートカラーも、通常のアイアン塗装色とは異なりますのでご注意ください。

取付仕様（マンション用） プレート塗装色

その他の取付方法なども、各マンションの表札受けに合わせて制作致しますのでご相談ください。

送料無料
表示価格は税抜価格です

ロートアイアンにしか出せない
高級感・立体感・そして重厚感

本物の質感をマンション表札に仕立てました。

戸建て表札よりも小さく、プレート付きのロート

アイアン表札です。

マンションの表札受けに合わせた指定サイズで作

成いたします。

・貼り付け（両面テープ）
 

・表札と同色

・ホワイト

・クリーム

・マットブラック

MS-11

マットブラック

プレート：ホワイト

218 × 125mm

（税込）

￥38,280￥38,280

MS-12

アンティークグリーン

プレート：ホワイト

154 × 60mm

（税込）

￥38,280￥38,280

MS-13

マットブラック＆コパー

プレート：マットブラック

184 × 46mm

（税込）

￥38,280￥38,280

MS-14

マットブラック＆シルバー

プレート：ホワイト

218 × 56mm

（税込）

￥40,480￥40,480

MS-15

マットブラック＆コパー

プレート：ホワイト

197 × 84mm

（税込）

￥38,280￥38,280
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マンション用
表札

MS-27

マットブラック＆リッチゴールド

プレート：マットブラック

120 × 50mm

（税込）

￥38,280￥38,280

MS-26

クリーム＆リッチゴールド

バラ：B12-80F

プレート：マットブラック

331 × 105mm

（税込）

￥42,680￥42,680

MS-18
マットブラック＆ダークグリーン

花：黄 B22-80V（外側）B12-60X（中

心）

プレート：ホワイト

196 × 114mm

（税込）

￥48,400￥48,400

MS-19
マットブラック

K：マットブラック＆リッチゴールド

（ゴールド強調）

プレート：ホワイト

170 × 98mm

（税込）

￥38,280￥38,280
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サインポール対応
表札

EX-01

マットブラック＆リッチゴールド

プレート：綴りと同色

219 × 120mm

（税込）

￥37,400￥37,400
東洋エクステリア /サイドサイン SA-1 に取付けた例

EX-02

マットブラック＆シルバー

プレート：マットブラック

264 × 110mm

（税込）

￥37,400￥37,400
東洋エクステリア /サイドサイン SA-2 に取付けた例

EX-03

マットブラック＆リッチゴールド

プレート：マットブラック

270 × 136mm

（税込）

￥37,400￥37,400
サインポールフレームに取付けた例

EX-04

クリーム＆リッチゴールド

プレート：グリーン

245 × 172mm

（税込）

￥40,480￥40,480
東洋エクステリア /サイドサイン BS-3 型（アイボリーホワイト）に取付けた例

EX-05

アンティークグリーン

プレート：マットブラック

240 × 95mm

（税込）

￥37,400￥37,400
新日軽のサインＥ型に取付けた例

EX-06

マットブラック

プレート：ホワイト

180 × 75mm

（税込）

￥35,200￥35,200
※書体「フォントモダン」はお選び頂けません。

 ※写真のプレート形状（楕円・長方形等）は、サンプルです。お客様のサインポールに合わせて制作します。

IRON SIGN for sign pole

～ サインポール表札 <EX> ～
サインポールに付けられるデザイン表札

送料無料
表示価格は税抜価格です

新日軽サインＥ型（サインポール）の表札綴りをロートアイアンに変更した例

サインポールメーカー
シール仕様

TEOX
セキュリティポール１型／サイドサイン SA-1

プレート・綴りのシール部分を
当社の EX-01 に変更した例強力な両面テープ仕様で誰でも簡単取付！

プレートごと変えた
ロートアイアン仕様

エクステリア製品(システム門柱アームなど)に対応する表札

※赤く表示したプレートを含む部分が当社の表札となります。サインポールのフレーム部分は含みません。
商品の楕円・長方形の形に関わらず、お客様のサインポール形状に合わせて製作いたしますので、ご使用のサイン
ポールメーカー・品番をお知らせください。
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サインポール対応
表札

EX-07

文字色：マットラック＆オレンジ

飾り色：RYOKUSHO

プレート：マットブラック

248 × 150mm

（税込）

￥42,680￥42,680

EX-08

マットブラック＆シルバー

プレート：マットブラック

300 × 155mm

（税込）

￥36,080￥36,080

EX-09

マットブラック＆コパー

プレート：クリーム＆リッチゴー

ルド

200 × 117mm

（税込）

￥36,080￥36,080
※プレートはHE008 の叩きが標準仕様です。
※切り文字タイプの都合上、書体は「ホビー」「アメリア」限定です。

EX-10
文字色：マットブラック

葉：マットブラック＆ダークグリーン

プルメリア：ホワイト（中心：B25-80W)

プレート：ホワイト＆リッチゴールド

230 × 127mm

（税込）

￥42,680￥42,680

※ネコのオブジェは他のオブジェに変更も可能です。
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追加用
オブジェ

OBJ-AGEHA

アゲハ蝶

70 × 60mm

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-B

チワワ

163 × 150mm

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-ANEMONE

アネモネ

80 × 80mm

（税込）

￥13,200￥13,200

OBJ-A

ネコ

120 × 160mm

（税込）

￥6,600￥6,600

MYOJI 
表札に苗字を追加�

※２世帯表札にしたり�

単語が区切られる場合など�

（アルファベット）

（税込）

￥11,000￥11,000
通常の主なオブジェとは価格が異なります。

ABC
abc

～ プラスワンオブジェ <OBJ> ～
表札を様々なパーツでアレンジして注文できる追加オブジェ ・ パーツ

表札等に追加アレンジするためのパーツです。
ワンランク上のオリジナル表札に☆

商品の左側

右向き 商品の右側 １個

２個左向き

バリエーション例
形状反転・位置選択・複数使用可

039-43OBJ-E

OBJ-A 039-06

※オブジェサイズ等、組み合わせる商品のバランスに合わせてサイズが多少拡大縮小される場合もございます。

組合せる表札と
一緒にご注文下さい

送料無料
表示価格は税抜価格です

BANCHI

表札に番地を追加�

（数字のみの場合）

（税込）

￥8,800￥8,800
通常の主なオブジェとは価格が異なります。

123
456
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追加用
オブジェ

OBJ-DL

ダックスロング

120 × 55mm

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-F

シバ犬

164 × 149mm

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-FLYING-BIRD

フライングバード

85 × 80mm

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-BEAR1

クマ

70 × 100mm

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-CAT-BACK

ネコ

100 × 152mm

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-CLOVER

四つ葉のクローバー

32 × 33 × 10mm

（税込）

￥3,300￥3,300
茎の向きや長さは場合により変わります。

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-BEAGLE

ビーグル

129 × 95mm

OBJ-D

ダックスフンド

161 × 89mm

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-E

小鳥

125 × 73mm

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-FLAMINGO

フラミンゴ

66 × 120mm

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-C

コーギー

229 × 179mm

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-CAT-WALK

ウォーキングキャット

123 × 98mm

（税込）

￥6,600￥6,600
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追加用
オブジェ

ギター

180 × 59mm

（税込）

￥6,600￥6,600

ハムスター

105 × 70mm

（税込）

￥6,600￥6,600

妖精・フェアリー

121 × 120mm

（税込）

（税込）

ウサギ

77 × 90mm

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-GUITAR

OBJ-HAMSTER

OBJ-I

OBJ-KOKOPELI

OBJ-NE-RABBIT

ココペリ

79 × 130mm

￥6,600￥6,600

￥6,600￥6,600

ト音記号

50 × 136mm

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-G

ゴールデンレトリバー

150 × 101mm

（税込）

￥6,600￥6,600

カメ

100 × 95mm

（税込）

￥6,600￥6,600

馬

60 × 60mm

（税込）

￥6,600￥6,600

イルカ

165 × 69mm

（税込）

（税込）

￥6,600￥6,600
※面は少し反りのある形です。

OBJ-GOLDEN

OBJ-H

OBJ-HORSE

OBJ-IRUKA-B

OBJ-MONSTERA

モンステラ（植物）

110 × 75mm

￥6,600￥6,600

OBJ-FUKUROU

フクロウ

53 × 80mm

（税込）

￥6,600￥6,600
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追加用
オブジェ

ペンギン

85 × 80mm

（税込）

￥6,600￥6,600

プードル

100 × 130mm

（税込）

￥6,600￥6,600

サクラ

194 × 87mm

（税込）

￥33,000￥33,000
※他の主なオブジェと価格が異なります。

サーフィン

110 × 72mm

（税込）

OBJ-PENGUIN-2

OBJ-POODLE

OBJ-SAKURA

OBJ-SURFING

￥6,600￥6,600

パピヨン（犬）

83 × 80mm

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-PAPILLON

ペンギン

121 × 100mm

（税込）

￥6,600￥6,600

ウサギ

78 × 105mm

（税込）

￥6,600￥6,600

ヒマワリ

94 × 105mm

（税込）※他の主なオブジェと価格が異なります。

（税込）

￥6,600￥6,600

OBJ-PENGUIN-3

OBJ-RABBIT

OBJ-SUNFLOWER

OBJ-YASHI

￥33,000￥33,000

ヤシ

95 × 145mm

OBJ-ONDORI

オンドリ

120 × 118mm

（税込）

￥6,600￥6,600
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妻飾り

094-FN

マットブラック＆シルバー

1100 × 472mm

8.7kg

（税込）

￥90,200￥90,200

094-B

マットブラック

450 × 423mm

3.6kg

（税込）

￥69,080￥69,080

094-BH

マットブラック＆シルバー

590 × 576 × 70mm

7.5kg

（税込）

￥79,200￥79,200
※奥行のあるデザインです

094-C

マットブラック＆リッチゴール

ド

210 × 1130mm

3.8kg

（税込）

￥71,280￥71,280

094-D2

マットブラック＆リッチゴール

ド

1000 × 500mm

9.9kg

（税込）

￥90,200￥90,200

094-E-2

マットブラック＆コパー

468 × 600mm

5kg

（税込）

￥96,800￥96,800

～ ロートアイアン妻飾り <094> ～
家の外壁等に取付けられるタイプの装飾品

外壁の装飾的なアクセント ロートアイアン妻飾り
家の象徴となる妻飾りを多数取り揃えました

鉄の造形の自由度、重厚感で
お家の印象が一変します

送料無料
表示価格は税抜価格です

アクセサリー的なデザイン

ご趣味のデザイン

幸運を招くデザイン

テーマのあるデザイン

イニシャルの入ったデザイン

デザイン・大きさのアレンジ

既存デザインベースの自由デザインも承ります。

（別途お見積り）
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妻飾り

094-F3-2

マットブラック

1100 × 430mm

4.72kg

（税込）

￥80,080￥80,080

094-G8

マットブラック＆コパー

300 × 600mm

3.56kg

（税込）

￥71,280￥71,280

094-H2

マットブラック

410 × 500 × 70mm

2.5kg

（税込）

￥71,280￥71,280
※奥行のあるデザインです

094-K

アンティークグリーン

花：ローズレッド（B99-50X)）

700 × 350mm

2kg

（税込）

￥71,280￥71,280

094-N-2

マットブラック

450 × 479mm

2.4kg

（税込）

￥71,280￥71,280

094-OP

マットブラック

402 × 650mm

2.46kg

（税込）

￥61,600￥61,600

094-J-2

マットブラック＆ダークグリーン

508 × 796mm

4.68kg

（税込）

￥71,280￥71,280

094-L-2

マットブラック＆レッドルビー

500 × 762 × 80mm

2.06kg

（税込）

￥75,680￥75,680
※奥行のあるデザインです

094-N-R
葉：マットブラック＆ダークグ

リーン

リス：マットブラック＆コパー

450 × 479mm

2.3kg

（税込）

￥71,280￥71,280

094-P2

マットブラック＆コパー

550 × 550mm

楕円部分：W423mm

5.12kg

（税込）

￥81,400￥81,400

094-Q2

マットブラック＆コパー

580 × 470mm

3.3kg

（税込）

￥62,480￥62,480

094-S2

マットブラック

588 × 600mm

5.6kg

（税込）

￥62,480￥62,480
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妻飾り

094-T-2

マットブラック＆マットブラック

＆コパー

379 × 600mm

2.5kg

（税込）

71,28071,280

094-W-2
中心 : リッチゴールド

先端：マットブラック＆ルビー

その他：マットブラック

618 × 573mm

3.7kg

（税込）

￥71,280￥71,280

094-X

マットブラック＆リッチゴールド

679 × 679mm

5.37kg

（税込）

￥71,280￥71,280

094-ZL

マットブラック＆シルバー

850 × 365mm

4.3kg

（税込）

￥84,700￥84,700
※右向に変更可能

094-U2

マットブラック＆リッチゴールド

500 × 500mm

5.35kg

（税込）

￥90,200￥90,200

��
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妻飾り

Coming Soon!
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イニシャル
オーナメント

マットブラック

花：マットブラック、マットブラッ

ク＆レッドルビー

787 × 390mm

3.5kg

（税込）

￥80,080￥80,080

マットブラック＆シルバー

668 × 522mm

3.2kg

（税込）

IO-N

IO-S2

￥60,280￥60,280

マットブラック

700 × 364mm

4.5kg

（税込）

IO-O

￥53,680￥53,680

マットブラック＆レッドルビー

685 × 456mm

3.5kg

（税込）

￥60,280￥60,280

マットブラック＆シルバー

（花・葉：ゴールド）

660 × 307mm

2kg

（税込）

￥60,280￥60,280

IO-F IO-M-2

M：マットブラック＆シルバー

ライン：マットブラック

H：マットブラック＆リッチゴールド

700 × 520.mm

3.0kg

（税込）

￥60,280￥60,280

IO-MH

～ イニシャルオーナメント <IO> ～
アルファベットのイニシャルをモチーフにした妻飾り

イニシャルをモチーフにした 妻飾り壁飾りシリーズ
基本のデザインからイニシャル変更もご相談ください。

２文字の組み合わせアレンジ・フォント変更も可能です。

送料無料
表示価格は税抜価格です
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イニシャル
オーナメント

（税込）

￥71,280￥71,280

IO-T2
綴り：マットブラック

背面装飾：マットブラック＆コ

パー

600 × 620mm

4.8kg
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オーナメント

WALLDECORATION

壁飾り

350 × 115mm

（税込）

￥58,080￥58,080

WO-ANGEL

壁飾り

480 × 350mm

3.0kg

（税込）

￥36,080￥36,080

WO-HONU

壁飾り

124 × 128mm

（税込）

￥29,480￥29,480

～ 小型壁飾り ～
小型でリーズナブル。ご希望のデザインでの製作もご相談ください。

小型の壁飾り

妻飾りと比べて小型でリーズナブル

表札と組み合わせたり、玄関周りのポイントなど色々なアイデアでお使いいただけます

送料無料
表示価格は税抜価格です
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ハウスデコ
レーション

フ
ラ
ワ
ー
ボ
ッ
ク
ス

フラワーボックス

W1700 × 1375mm

BOX 有効部分：

W1670 × H315 × D260/210mm

（税込）

￥330,000￥330,000
※写真は FLOWER-B-1-1000

FLOWER-B-1-1700

FLOWER-4-1000
フラワーボックス

W1000 × H312mm

BOX 有効部分：

W1000 × H312 × D315mm

15kg

（税込）

￥206,800￥206,800

フラワーボックス

マットブラック＆コパー

W1547 × H272 × D317mm

（税込）

￥352,000￥352,000

FLOWER-5

フ
ラ
ワ
ー
ボ
ッ
ク
ス

フラワーボックス

W1700 × H312mm

BOX 有効部分：

W1700 × H312 × D315mm

30kg

（税込）

316,800316,800
※写真は FLOWER-4-1000

FLOWER-4-1700

フラワーボックス

W1215.5 × H710mm

BOX 有効部分：

W1000 × H312.5 × D300mm

14.1kg

（税込）

￥242,000￥242,000

FLOWER-6S-1000

～ ハウスデコレーション ～
家のまわりのロートアイアン 大きなロートアイアン

送料無料
表示価格は税抜価格です

HOUSE DECORATION
ハウスデコレーション～実用的大物アイアン～

窓辺を飾る　フラワーボックス

重厚感と個性のアイアンポスト

家の第一印象　門扉　フェンス

建物のアクセサリー、セキュリティーの

二つの役割をこなす　デザイン面格子

カタログ品番以外でも、特注デザイン・サイズフリー
のフルオーダーで製作致します。（別途お見積り）

鉄独特の存在感と、優美で力強い造形で、
生活空間を豊かに演出するロートアイアン。

装飾だけでなく強度がある為
防犯性機能性にも優れた商品です。

フラワーボックス

W1000 × 1375mm

BOX 有効部分：

W970 × H315 × D260/210mm

（税込）

￥316,800￥316,800

FLOWER-B-1-1000
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ハウスデコ
レーション

ポ
ス
ト

フラワーボックス

W1750 × H340 × D250mm

（税込）

￥250,800￥250,800
※写真は FLOWER-4-1000

FLOWER-B-2-1750

面格子

マットブラック＆コパー

1000 × 1200 × 180mm

17.5kg

（税込）

￥184,800￥184,800

WG-B100

面格子

マットブラック＆リッチゴールド

750 × 1100 × 205mm

15kg

（税込）

￥132,000￥132,000

WG-75

面
格
子

全高 1735mm/ 全幅 410mm

ポストの大きさ：

330 × 450 × 20mm

施工方法：ポール埋めこみ

（税込）

￥261,800￥261,800
機能ポール型ポスト

POST-01-POLE

フラワーボックス

W1000 × H340 × D250mm

7.5kg

（税込）

￥206,800￥206,800

FLOWER-B-2-1000
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ホーム
デコレーション

棚受け・角飾り・耐震金具。ハワ

イアンモチーフ「モンステラ」の

ブラケット飾り

W200 × H300mm

（税込）

￥31,570￥31,570

ACC-BR1-L

棚受け・角飾り・耐震金具。ハワ

イアンモチーフ「モンステラ」の

ブラケット飾り

W200 × H300mm

（税込）

￥31,570￥31,570

ACC-BR1-R

本格的なロートアイアンのペー

パーホルダーです。（カット機能

はありません）�

W238 × H270 × D94mm�

（税込）

￥24,750￥24,750

ACC-PH1-270

コートハンガー

５枚以上かかります。

W200 × H550 × D200mm�

（税込）

￥43,010￥43,010

ACC-CH1-200

美術品のようなタオル掛け。サイ

ズはご要望に合わせ変更できま

す。カラーも自由。�

W400 × H170 × D65mm�

（税込）

￥45,540￥45,540

ACC-TH1-400

～ ホームデコレーション ～
隙間飾り・コートハンガー・コーナー飾り・タオルハンガー・カーテンタッセル・ペーパーホルダー等

送料無料
表示価格は税抜価格です

HOME DECORATIOÑ 実用装飾小物～
機能的で 装飾的な家の中のアイアン製品です。

隙間飾り・コートハンガー・コーナー飾り・タオルハンガー

カーテンタッセル・ペーパーホルダー等

装飾的なアイアンと強いアイアンの利点を合わせ

お家の中で使うもの、お家の中で飾るものをデザインし

ました。

お客様のアイデア・用途・寸法に合わせオリジナル製作

を承っております（別途お見積り）

ロートアイアン製の傘掛けです。

W450 × H132mm

（税込）

￥37,840￥37,840

ACC-UH-1
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ホーム
デコレーション

ロートアイアン製の�

インターホンカバーです。

W267 × H184mm

￥30,800￥30,800

INTERPHONE-COVER

ハワイアンモチーフのプルメリア

の付いた傘掛けです。タオルハン

ガーとしてもお使いになれます。

W430 × H188 × D62mm

（税込）

￥33,000￥33,000

ACC-UH2-P

室内飾り

（税込）

￥80,300￥80,300

HDE-1R

ロートアイアン製のカーテンタッ

セル L（左用）です。�塗装色はホ

ワイト＆リッチゴールドです。

W205 × H170 × D106mm�

（税込）

￥14,300￥14,300

TASSEL-L-L

ロートアイアン製のカーテンタッ

セルM（右用）です。�塗装色はホ

ワイト＆リッチゴールドです。

W160 × H120 × D86mm

（税込）

￥9,900￥9,900

TASSEL-M-R

ビス取付仕様の左右１セット

W83 × H232mm

（税込）

￥22,000￥22,000

TASSEL-LEAF

カーテンを束ねるタッセル�

ホワイト＆リッチゴールド

W160 × H150 × D86mm（片側）

（税込）

￥30,800￥30,800
※ビス取付仕様の左右１セットです

TASSEL-ANGEL

HDE-1L

室内飾り

￥80,300￥80,300
（税込）

家のコーナー飾り

W1000 × H740 × D80

（税込）

￥256,300￥256,300

HDE-2

ロートアイアン製のカーテンタッ

セル L（右用）です。�塗装色はホ

ワイト＆リッチゴールドです。

W205 × H170 × D106mm�

（税込）

TASSEL-L-R

￥14,300￥14,300

ロートアイアン製のカーテンタッ

セルM（左用）です。�塗装色はホ

ワイト＆リッチゴールドです。�

W160 × H120 × D86mm�

（税込）

￥9,900￥9,900

TASSEL-M-L

ブラケット飾り

マットブラック＆リッチゴールド

W400 × H400 × D20mm

（税込）

￥40,480￥40,480

BR-1-400

（税込）
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ホーム
デコレーション

TTE-1-R

取っ手、横に使えばタオル掛け・

傘掛けとして、多用途のアイアン

バーです。

W77 × H450 × D67mm

（税込）

￥33,000￥33,000

（税込）

ロートアイアン製のカーテンタッ

セル ST（右用）です。�塗装色は

ホワイト＆リッチゴールドです。

W70 × H203mm�

TASSEL-ST-M-R

￥11,000￥11,000

TTE-1-L

取っ手、横に使えばタオル掛け・

傘掛けとして、多用途のアイアン

バーです。

W77 × H450 × D67mm

（税込）

￥33,000￥33,000
����

神棚等の棚受け金具

マットブラック＆リッチゴールド

494 × 460mm

（税込）

￥41,800￥41,800
※両側に設置する場合は、数量２必要です。

UKE-1

ロートアイアン製のカーテンタッ

セル ST（左用）です。�塗装色は

ホワイト＆リッチゴールドです。

W73 × H203mm

（税込）

￥11,000￥11,000

TASSEL-ST-M-L
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施工例

039-01039-01 039-04039-04

039-04B039-04B 039-04K039-04K

039-04OL039-04OL 039-04ST039-04ST

039-06039-06 039-11039-11

施工例
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施工例

039-12039-12 039-14039-14

039-15039-15 039-20039-20

039-27039-27 039-31039-31

039-34-2039-34-2 039-45039-45
スタンドタイプスタンドタイプにに



42

施工例

039-50039-50 039-55039-55

039-60039-60 039-61039-61

039-65039-65 039-81039-81

039-87039-87 039-99039-99
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施工例

ST-01ST-01 ST-01ST-01

ST-02ST-02 ST-02ST-02

ST-02ST-02 ST-06ST-06

ST-06ST-06 ST-06ST-06
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施工例

ST-08ST-08 ST-09ST-09
アレンジアレンジ

ST-10ST-10 ST-12ST-12

ST-13ST-13 ST-14ST-14

ST-14ST-14 ST-14ST-14
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施工例

GS5-5GS5-5 GS5-5GS5-5

GS5-5GS5-5 GS5-5GS5-5

GS5-5GS5-5 GS5-5GS5-5

GS5-8GS5-8 GS5-8GS5-8
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施工例

GS8-5GS8-5 GS8-5GS8-5

GS8-8GS8-8 --

-- --

書体モノタイプ書体モノタイプ 書体モノタイプ書体モノタイプ
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施工例

MS-01MS-01 MS-03MS-03

MS-12MS-12 MS-14MS-14

MS-15MS-15 MS-16MS-16

MS-18MS-18 アレンジアレンジ --
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施工例

EX-02EX-02 EX-04EX-04

EX-04EX-04 EX-06EX-06

EX-06EX-06 EX-06EX-06

EX-08EX-08 --
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施工例

BANCHIBANCHI BANCHIBANCHI

MYOJIMYOJI OBJ-AGEHAOBJ-AGEHA

OBJ-CAT-BACKOBJ-CAT-BACK OBJ-CAT-BACKOBJ-CAT-BACK

OBJ-EOBJ-E OBJ-EOBJ-E



50

施工例

OBJ-EOBJ-E OBJ-EOBJ-E

OBJ-HOBJ-H OBJ-HORSEOBJ-HORSE

OBJ-KOKOPELIOBJ-KOKOPELI OBJ-POODLEOBJ-POODLE

OBJ-POODLEOBJ-POODLE OBJ-POODLEOBJ-POODLE
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施工例

094-B094-B 094-C094-C

094-P2094-P2
※「K」で作成※「K」で作成

094-P2094-P2
※「K」で作成※「K」で作成

094-P2094-P2 094-F-3094-F-3

094-ZR094-ZR 094-ZR094-ZR
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施工例

IO-AIO-A
※イニシャル M を追加※イニシャル M を追加

IO-OIO-O
※ M に変更※ M に変更

IO-OIO-O
※ M に変更※ M に変更

IO-OIO-O
※ M に変更※ M に変更

-- --

-- --
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案内

店舗用の看板や商品一覧にないオリジナル
デザインでの制作も承っております。

お店のロゴを入れた

横付けの看板が欲しい

一部のパーツを

変更して制作したい

ペットの写真を

モチーフにした

表札が欲しい

販売している商品から選ぶだけでなく、一部を変更したデザインや、お客さまだけのオリジナルの表札・看板など、各

種ロートアイアン製品の製作もご相談ください。

店舗看板制作例

ご提案
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案内

書体サンプル
～選べる書体～

センチュリー スクリプト

フレンチスクリプト イタリアスクリプト

ホビー スタッカート

アメリア パークアベニュー BT

モノタイプ カール

フォントフリー フォントモダン

※シンプルモダン表札用
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案内

その他の書体での製作もご相談ください

No Image

BDモダン バーフォント（大文字のみ）

※シンプルモダン表札用

カナオープン

※ 039-49B（ひらがな）限定

上記以外のご希望のフォント（書体）がございましたら、ご希望の書体の画像を E-mail で送信して下さい。

【 画像送付について 】

ご希望のフォントで、必要な綴りを大きめに書いて画像にしたものを（書体名があれば書体名を記入して）

お送りください。（※フォントそのままを表示した文書ファイルでは、こちらでは正しく表示ができない

場合がございますので画像でお送り下さい。）

添付の際には、ご注文予定の表札の商品番号もお書き添え下さい

ロートアイアン表札は、文字間・その他全てのパーツのどこかが繋がったデザインでなくては形を保てない為、 ご希望のフォントとお

名前の綴り、表札デザインの組合せによっては ( 特に個性的なフォントなどの場合）、製作が難しい場合もございます。 
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案内

塗装色サンプル
～選べる塗装色/その他～

基本塗装色

マットブラック

マットブラック＆レッドルビー

マットブラック＆リッチゴールド

ホワイト＆リッチゴールド

マットブラック＆シルバー

マットブラック＆ダークグリーン

クリーム＆リッチゴールド

マットブラック＆コパー

アンティークグリーン

エレガントホワイト

※印刷の色と実際の塗装色は

若干異なって見える場合がございます。

プレートの塗装色（マンション用表札・サインポール対応表札のプレート）

マンション用表札・サインポール対応表札等、プレート

が付いた商品は別途プレート塗装色もお選び頂けます。

※ピンクで示した下地部分がプレート  ※塗装色は、その

他「日本塗料工業会」の色ナンバー指定での製作も可能

です。

・表札と同色

・ホワイト

・クリーム

・マットブラック

取付方法

・コンクリート
・レンガ
・ブロック
・石
などに適しています。

・木
・モルタル
・サイディング
などに適しています。 

ピン差込取付仕様

基本的な取付方法

ビス取付仕様

マンション用表札の取付方法シンプルモダン表札の取付方法 サインポール対応表札の取付方法

・型板付きピン差込仕様 ・強力両面テープ仕様 ・貼り付け（両面テープ）
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案内

ハンマリングサンプル
～こだわりの仕上げ～

HE 001

STD.EMBOSSING。模様タイプ

サイズ：平板 25-40mm

HE 002

STD.EMBOSSING。角の叩きと溝切り

サイズ：平板 25-40mm

HE 003

STD.EMBOSSING。水面波紋模様のような意匠

サイズ：平板 25-40mm

HE 004

TIGAR.EMBOSSING。一定間隔叩き

サイズ：平板 12-60mm　角棒 12-25mm

HE 005

HOE-Hammer On Edge。- 両角を叩いた意匠

サイズ：平板 15-40mm　角棒 8-25mm

HE 006

HR-Hammer Random- 線状の凹凸のある意匠

サイズ：平板 12-40mm　角棒 8-25mm

HE 007

FLUTED。平行に線が入った意匠

サイズ：平板 12-25mm　角棒 12-25mm

HE 008

BALL HAMMERING。ランダムな細かい叩き

HE 009

HOS -Hammer On Side-。緩やかな波状の意匠

サイズ：角棒 8-25mm 丸棒 8-25mm 角棒 12-40mm

HE 010

HE008 と HE009 を合わせたような意匠

HE 011

細かくシャープな叩き

HE 012

ランダムな線状の入った意匠

HE 013

細かく短い線状の仕上げ

サイズ：丸棒φ 12,16,20,25
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案内

ご注文の流れ

ＦＡＸで注文する1

製作図面の確認～注文確定2

お支払い3

製作開始・納期4

ＦＡＸご注文用紙に必要事項を記入してＦＡＸください。
アイアン工房

表札等の場合

（個別に図面が必要な商品）
妻飾り等の場合

（図面が必要ない商品）

※妻飾り等はＦＡＸを受信した時点で注文確定となりますが、表札等のオーダー商品は、ご希望の綴りで製作した図面

をお送りいたします。お客様がイメージの確認・承認の連絡を頂いた後にご注文確定といたします。

製作図面を待つ

お客様の表札の綴り等、ご要望内容に沿った「図面」

を制作に入ります。図面製作期間は、約１週間ほどで、

完成次第『製作図面』をお送り致します。

図面の確認～商品製作

当店から製作図面をお送りした後、１週間以内に『図

面での商品制作（ご注文確定）』　又は　『修正希望』　

等をご連絡ください。

※サイズ等の図面修正のご要望は２回まで受け付けて

おります。修正個所のご要望はできるだけ具体的にお

伝え下さい。

ご注文確定の旨で返信を頂いた時点で注文確定とし、商品の製作に取り掛かります。

商品の製作開始からお届けまでは、約 2 か月程のお時間を頂きます。

・銀行振込（ご注文確定後、お振込み銀行口座をご案内いたします）

・クレジットカード決済

商品が到着後、取付方法やその他、ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

ご連絡を頂けない場合は、ご注文内容はキャンセルとさせて頂く場合がございます。

注文確定

通常は、３日以内に当店担当のものより『予定納期』

について連絡致します。

ご注文内容をご確認の意味も含め、１週間以内にご返

信下さい。

ＦＡＸ：0463-33-6672                                    
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案内

FAX 注文用紙
～ＦＡＸでもご注文頂けます～

ご注文日　　　　　年　　　　月　　　　日

品名

お名前 ご希望のご連絡方法

Fax・E-mail・郵送
Tel/Fax

ご住所
（発送先）

〒

E-mail

フリガナ

納品希望日 取付場所
現状状態

受け取り方法 現地調査の
有無

商品番号

書体

サイズ

プラスワン

塗装色

シンプルモダン表札
文字高

サインポール・マンション用

プレートの色

数量

綴り

取付方法

その他

www.iron-works.jp

〒254-0902 神奈川県平塚市徳延 573-1
Tel :0120-79-1230　Fax:0463-33-6672

E-mail :web@iron-works. jp

FAX
送付先0463-33-6672

位置：商品の右側 ・ 商品の左側
向き：通常・左右反転

品番

表札・妻飾り・手すり・門扉・面格子・フラワーボックス・フェンス・看板・その他

・お客様（エンドユーザー）への直送はできません。送料は、別途かかります。
・ご注文内容をもとに図面を製作し、ご連絡致します。図面製作には約１週間かかります。



企画・発売元

アイアン工房

〒 254-0902　神奈川県平塚市徳延 573-1

TEL:0120(79)1230 / FAX:0463(33)6672

web@iron-works.jp

http://www.iron-works.jp

製造元

株式会社　御田製作所

〒 135-0034　東京都豊玉北 5-30-13

ルミエール佐々木２階

TEL:03(5646)5781 / FAX:03(3630)5873

品質保証について
この保証内容は、ここに明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの
保証内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につ
きましても、お買い上げの施工店または TEL03-5646-5781（御田制作所 代表）にお問合せください。

■保証者
株式会社 御田製作所

■保証の対象者
当該商品の保有者

■対象商品
アイアン工房ブランドで制作しているエクステリア商品

■保証内容
保証期間内に通常の取り扱いによって生じた品質不良、性能及び機能の低下について、当社が認定し
たものは、当社が無償で修理を行う

■保証期間
当該商品の取付完了後、3 年間（電装部品については１年間）正、完了時期については所有者が立証
責任を負う。

■品質保証の免責事項
保証期間内でも原因が次のような場合には、有償修理となります。
①環境が特に悪い地域の場所に取り付けられたもの。（例えば、塩害や大気中の砂塵や煤煙、各種金属粉、
亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等の反応物質が付着して起こる腐食、高温、多湿による損害や故障）
②通常の取り扱い方法から逸脱したもの。
③使用者もしくは第三者の故意、過失または不当な修理や改造によるもの。
④施工後の移動、移設による損傷または故障。
⑤不可抗力（天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、騒乱、戦争、犯罪、落雷、異常、電圧等）により発生
したもの。
⑥本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
⑦土間工事等の外構工事及び電気工事に起因するもの。
⑧施工完了後、引き渡しまでの管理等の不備によるもの。
⑨犬、猫、鳥、ネズミなどの小動物の害による不具合。
⑩商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など）や経年劣化（塗料の変色）による損傷。
■メンテナンスについて
①汚れ

市販の機械油でクリーニングしてください。呉工業株式会社製のＫＵＲＥ - ５５６をお勧めします。
シリコンスプレーについては、よくご使用上の注意をご覧ください。塗膜と化学反応する可能性があ
ります。

②塗料の劣化
変色し、機械油で清掃しても改善しない場合は、市販の鉄部用塗料を使用してください。水性・油性
どちらでも可ですが、当社としては油性をお勧めします。

■著作権について
当社にて企画・発売した商品及び図面の著作権は、当社・取引会社に帰属します。当社の図面を利用
して、他業者様へ提示・お見積り・商品制作することを禁じます。但し当社が認めた場合は、この限
りではありません。


