グラン･ サイン

01

すべての街や人に愛される製品を

グラン･ サイン

〜三和サインワークスからチャンネルサインブランド誕生〜

弊社は1955年の創業以来、
プラスチックの真空成形技術をコア・コンピタンスとし、
屋外サインのトップメーカーとして企画・
デザイン・設計・製作・設置工事まで一貫してシステマティックに展開しております。低炭素化社会に向け、
2008年に親会
社のタキロン株式会社からLED事業を譲り受けたのち、
弊社はLEDを開発・製造・評価出来る国内でも稀有なサインメー
カーとなりました。
わたしたち三和サインワークスは、
世界を含めたすべての人に愛される製品創りを目指していきます。
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安全重視の品質

サインは企業や取扱商品のイメージを高め、
永く強く視覚にとどまるものでなくてはなりません。
そのため
にもいつまでも丈夫で美しい優れた品質を保持する必要があり、
資材の選別からディテールの収まりま
で配慮し、
万全を期しています。
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豊富な品揃え

プラスチック成形メーカーの弊社だからこそ創り出せる
「成形面板内照式チャンネルサイン」
をはじめ、
あらゆる業種にお使いいただけますよう
「内照式チャンネルサイン」
「バックライトチャンネルサイン」
「金属
チャンネルサイン」
「樹脂文字」
「切文字」
「銘板」等さまざまなバリエーションの製品製作が可能です。
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成形面板内照式チャンネルサイン

正面アクリル部分を成形加工する事によって、
金属のシャープさとは違うソフトな
イメージを演出する事が可能です。立体構造なので正面・側面合わせた全体
を発光する事が可能になり、
より高い視認性を期待できます。着色にはシート
加工・印刷・色板と多彩な選択肢がご用意できます。
アクリル部分は中空構造
なので軽量です。
また、
ロット生産に強いのも魅力のひとつです。

フランジレス内照式チャンネルサイン

フランジレス内照式チャンネルサインは、
表面のアクリルが全面発光
するため、
小さな文字・細い文字も表現が可能です。
表面のアクリル
カバーは取り外し可能で、LEDのメンテナンスも容易な構造です。
ルーター加工による様々なアクリル形状が選択でき、金属のチャン
ネル部分も多彩な仕上げが可能です。

フレーム厚（D50〜80）

乳半アクリル

アルミ複合版 +LED 組み込み

LED組み込み

ビス止め

選べる
アクリルタイプ
アクリル成形文字

お好きなアクリルタイプを
お選びできます
金属チャンネル

内照式チャンネルサイン（フランジ付）

D50〜

正面のアクリルが発光する為、文字の形状をハッキリと表現できる
視認性の高いサインです。
フレームを付けることで強度が増すので
大型サインにも適しています。
アクリル部分にはシート貼り加工を施
すことで、
お好きな色に発色させることも可能です。

フレーム厚（D50〜200）

アクリル乳半 t10
ストレートカット

バックライトチャンネルサイン

アクリル乳半 t20
ストレートカット

アクリル乳半 t20
テーパーカット

アクリル乳半 t20
ポッティングカット

サイン背面が発光するタイプです。
サインを上品に浮かび上がらせシックなイメージを演出します。

フレーム厚（D30〜150）

押さえ縁

乳半アクリル

アルミ複合板 +LED 組み込み
アルミ複合板 +LED 組み込み

ボルト出し

ビス止め
ビス止め
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樹脂文字

表面発光タイプ

アクリルをルーターで加工することで多彩な樹脂文字の提案が可能となりました。
高級感のあるものやポップな印象のもの等、
幅広い演出が可能です。
(※書体、
デザインによっては製作が出来ない場合があります)
表面のデザイン部分のみ発光する樹脂文字です。
細い文字や繊細なデザインでも再現することが可能です。

樹脂文字

表面･背面発光タイプ

両面発光タイプの樹脂文字です。表面が発光するので視認性に優れ、
さらにバックライト効果も演出できるアピール力の高い仕様です。

ボルト出し

ボルト出し
乳半アクリル t20.0〜30.0

乳半アクリル t20.0〜30.0
テーパーカット

表面発光

表面発光

LED 組み込み

LED 組み込み

側面塗装仕上げ

側面塗装仕上げ
側面発光

側面発光タイプ

側面発光タイプの樹脂文字です。
バックライトのような浮遊感と、
デザイン自由度の高い表面仕上げで多彩な演出が可能です。

ボルト出し

切文字

レーザー加工した板を使用し、
小さな文字や、
繊細なデザインもイメージ通りの表現
が可能なサインです。店舗看板や表札などの様々なシーンで使用されています。

切り板

乳半アクリル t20.0〜30.0

アクリル t3.0 ( 塗装 )

ボルト出し
LED 組み込み
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銘板

用途に合わせて様々なタイプの銘板が作成可能です。金属製で視認性も高く
店舗看板や表札などに今まで以上の高級感を与えることができます。

金 属チャンネルサイン 各 種 加 工

PRODUCT
DETAIL

ベース梨地タイプ
ベース部分を腐食させる事で
文字を浮き上がらせます。

文字墨入れタイプ
文字部分を腐食し色を入れます。

山型
表面が山形でインパクトと高級感が感じられるサインです。
全てのパーツを溶接して組み立てています。

台形
文字にテーパーがかかったようなサインです。
山形文字同様溶接して組み立てています。

極小
極小サイズのサインです。
切文字のように小さいサイズ
も箱文字で製作可能です。

切文字タイプ
ベースに切文字を組み込みます。

額縁付きタイプ
額縁のある銘板です。

太鼓貼り加工
チャンネルフレームの表面背面を、
切文字で塞いだサインです。両面から見える自立サインなどに最適です。

金属チャンネルサイン

平面的な看板に比べ高級感が感じられるベーシックなサインです。
幅の細い文字にも対応が可能です。

シームレス仕上げ

フレーム厚（ D10〜200）

小口を極限まで磨きあげ、
繋ぎ目を無くす加工です。
金属チャンネルサインの小口も、
樹脂文字のように滑らかに表現できます。

わたり
ナット溶接

ボルト出し
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製 作事例

PRODUCTION
EXAMPLE

OFFICE

営業拠点
東京営業部

大阪営業部

〒108 6030
東京都港区港南2 15 1
品川インターシティＡ棟30F
ＴＥＬ
：03 5783 3001（代）
ＦＡＸ：03 5783 3010
（代）

内 照 式チャンネルサイン（フランジ付）

福岡営業所

〒530 0001
大阪市北区梅田3 1 3
（ノースゲートビルディング16F）
ＴＥＬ
：06 6453 3002（代）
ＦＡＸ：06 6453 3022（代）

FACTORY

製造拠点

内照式チャンネルサイン（フランジ付）

〒812 0012
福岡市博多区博多駅中央街7-21
（紙与博多中央ビル9F）
ＴＥＬ
：092 472 7277（代）
ＦＡＸ：092 472 7278（代）

私たちは企画立案から設計・製作まで一貫して対応可能なサイン＆LEDメーカーです。
また私たちはサインの設計とLED
の設計とでそれぞれのスペシャリストが常駐しており、
お客様のニーズにそれらを最適化し融合させ、
ひとつの製品として
完成させます。

バックライトチャンネルサイン

フランジレス内照式チャンネルサイン

埼玉工場

つくば工場

京都工場

〒358 0014
埼玉県入間市宮寺字宮ノ台
4030番地
ＴＥＬ
：04 2934 5311
（代）
ＦＡＸ
：04 2934 5313（代）

〒300 0198
茨城県かすみがうら市
加茂5289 1
ＴＥＬ
：029 828 1615（代）
ＦＡＸ：029 828 1289

〒610 0261
京都府綴喜郡宇治田原町
大字岩山小字釜井谷1番44号
ＴＥＬ
：0774 99 7702（代）
ＦＡＸ
：0774-99-7712（代）

ONE -YEAR GUARANTEE

安心の1年間製品保証

グラン･サインは、
製品出荷後1年間の製品保証付きです。保証の詳細につきましては、
弊社営業担当までお問い合わせください。

品質と環境への取り組み

QUALITY AND THE ENVIRONMENT

三和サインワークス京都工場・埼玉工場及びつくば工場は、
屋内外広告物・プラスチック成形品・
ＬＥＤ製品
に関する製造を主な事業経営とする中で、
お客様に満足いただける品質とサービスを提供するために、
お
客様のニーズを十分に把握し継続的に改善を続けます。
また地球環境に及ぼす影響に配慮し環境保全
の継続的改善を推進します。

ご注意

樹 脂 文 字（ 側 面 発 光タイプ）
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金属チャンネルサイン

●本カタログ掲載商品の仕様等は、
2016年6月現在のものです。諸条件の変動、
または改良等により予告なく仕様を変更する場合がございますので、
ご了承ください。
●製品の色は印刷のため、
実物と多少異なる場合が有りますのでご了承ください。
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www.sanwa-signworks.co.jp

