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たとえ活躍の場が失われたとしても、栄冠は君に輝く。思い出の台紙付きアクリルスタンド

ダイヤカットによる
45°の美しいカット面

セットが簡単！
ズレにくい仮留シート

テンプレート 1

品番 本体サイズ 台紙サイズ 税抜価格

＊＊ 232×307mm B5（182×257mm） ￥2,800

＊＊ GRA-58 260×347mm A4（210×297mm） ￥3,500

GRA-57

品番 本体サイズ 賞状サイズ 税抜価格

＊＊ GRA-59 232×307mm B5（182×257mm） ￥3,600

＊＊ GRA-60 260×347mm A4（210×297mm） ￥4,300

台紙スタンド 箔クリア（アクリル製）

GRA-57・58は縦横兼用で、スタンド式、壁掛け式に対応できます。
台紙を含んだ価格です。
台紙テンプレートは以下よりお選びください。

GRA-59・60は縦横兼用で、スタンド式、壁掛け式に対応できます。
台紙を含んだ価格です。
台紙テンプレートは以下よりお選びください。

台紙スタンド（アクリル製）

【台紙テンプレート】 【 データ入り制作  参考例 】

テンプレート 2 テンプレート 3 テンプレート 4

テンプレート 5 テンプレート 6 テンプレート 7 テンプレート 8

テンプレート 1
写真+上1行、下2行文字
（周囲の文字はお客様の手書きです）

テンプレート 6
中央4行文字

（周囲の文字はお客様の手書きです）

●テンプレートには、写真、マーク、簡単な文言も一緒に入れられますが、1箇所のみとさせていただきます。

　右上の「データ入り制作 参考例」をご参照ください。

●写真はできるだけ解像度の高いデータをご支給ください（原寸で解像度200dpi以上推奨）。

●校章・マークはイラストレーターデータをご支給ください。

●台紙の制作には約10日間掛かります。

●台紙はアクリルフレームにセットせずに納品されますので、手書き部分をご記入後、お客様で台紙をアクリルフレームにセットして完成させてください。

テンプレート 5
校章+上1行、下2行文字
（周囲の文字はお客様の手書きです）

テンプレート 4
内側文字

（全てデータで制作した文字です）



Vマーク（50音順）アルミ製

¥ 3,150

¥ 2,250

AM

KM

KMS

G（金仕上げ）・S（銀イブシ仕上げ）・C（銅ブロンズ仕上げ）

G（金仕上げ）・S（銀イブシ仕上げ）・C（銅ブロンズ仕上げ）

G（金仕上げ）・S（銀イブシ仕上げ）・C（銅ブロンズ仕上げ）

（φ75mm）

（φ60mm）

（φ50mm）

A型 B型 C型 Y型

（例） AM80 GーA型ーヨット付き のようにご指定ください。

＜AM・KM・KMS-80・82 メダルケース入り価格＞

＜VL-85 メダルケース入り価格＞

感謝の気持ちをカタチに。 栄光をカタチに。記念メダル

（例） VL85 SーY型ーボウリング付き のようにご指定ください。

A型（蝶リボン付き）
B型（蝶リボン付き） C型（V形リボン付き）

C型（V形リボン付き） Y型（V形リボン付き） K型（キーホルダー付き）

M型（プラケース）

Y型（V形リボン付き）

KM80 （ホーオー）
φ60mm　キャスト製
プレート＜M21＞

KMS80 （ホーオー）
φ50mm　キャスト製
プレート＜M22＞

AM80 （ホーオー）
φ75mm　アンチ製
プレート＜M20＞

KMS82 （ワシ）
φ50mm　キャスト製
プレート＜M22＞

AM82 （ワシ）
φ75mm　アンチ製
プレート＜M20＞

KM82 （ワシ）
φ60mm　キャスト製
プレート＜M21＞

アーチェリー アイスホッケー アメリカンフットボール 囲碁 腕相撲

エアロビクス 王冠 音楽 カーリング カヌー

カメラ カラオケ 空手 菊 キックベースボール

弓道 グラウンドゴルフ グラウンドホッケー クロスカントリー 警察

ゲートボール 剣道 ゴルフ サーフィン サッカー

自衛隊 自転車 射撃 銃剣道 柔道

重量挙げ 賞 将棋 商工会議所 乗馬

消防署 消防団 勝利者 書道 シンクロナイズドスイミング

新体操 水泳 水球 スキー スキージャンプ

スノーボード スピードスケート 相撲 ソシアルダンス ソフトボール

そろばん ダーツ 体操 卓球 綱引き

釣り テニス 登山 ドッジボール トライアスロン

バスケット ハト バドミントン バレー ハンドボール

ビリヤード フィギュアスケート フェンシング ペタンク ボウリング

ボーイスカウト ボート ボクシング 麻雀 マラソン

緑十字 女神 モーグル

料理

レーシングカート レスリング ワシ JA QC

モトクロス 野球

ヨット ラグビー ラテンダンス ランナー

VL85 
φ40mm
キャスト製 
プレート＜M23＞

[税抜価格]

[税抜価格]

¥ 2,850

¥ 1,950

¥ 1,450

[税抜価格]

[税抜価格]

[税抜価格]

¥ 2,700

¥ 1,800

¥ 1,350

[税抜価格]

[税抜価格]

[税抜価格]

¥ 1,500

¥ 1,200

[税抜価格]

[税抜価格]

ケース仕上げ

¥ 1,200G（金仕上げ）・S（銀イブシ仕上げ）・C（銅ブロンズ仕上げ）
C型 Y型 K型 M型

[税抜価格]
¥ 1,050
[税抜価格]

¥ 950
[税抜価格]

¥ 900
[税抜価格]

ケース仕上げ



（例） VTX3627-V-C-バレー付き のようにご指定下さい。

友との強い絆が生まれた・・・　だからこそ決して忘れない。

DA

A
A B CB C

A B
C

D E

金（ツヤ消し） A AB
B

C
C

銀（ツヤ消し） 銅（ブロンズ）

C

トロフィー／楯

裏面が壁掛けに
なっております。

A
B
C
D

¥6,700
¥4,600
¥3,100
¥2,000

（185×135・約1,180）
（160×120・約   830）
（130×100・約   570）
（105×  85・約   305）

＜＃8＞
＜＃7＞
＜＃6＞
＜＃5＞

成型ガラス・メダル樹脂／メダルサイズA・B（φ60）、C・D（φ50）／
B・C・Dには月桂樹が付きません。

VSX.5501-V
高さ×幅 mm・重量 g プレート税抜価格

A
B
C

¥1,900
¥1,700
¥1,400

（180×135・約230）
（160×120・約175）
（140×110・約125）

＜＃8＞
＜＃7＞
＜＃6＞

成型樹脂・メダル樹脂／メダルサイズA・B（φ60）、C（φ50）

VSX.5533-V
高さ×幅 mm・重量 g プレート税抜価格

A
B
C

¥1,500
¥1,400
¥1,100

（180×135・約130）
（150×115・約  90）
（120×  90・約  55）

＜＃7＞
＜＃6＞
＜＃5＞

成型樹脂・メダル樹脂／メダルサイズA・B（φ60）、C（φ50）

VSX.5507-V
高さ×幅 mm・重量 g プレート税抜価格

金
銀
銅

¥2,900
¥2,900
¥2,900

（165・約430）
（165・約430）
（165・約430）

＜K08＞
＜K08＞
＜K08＞

キャスト製・天然石台／天然石台の石目模様、
色調は個々の製品で異なります。

VTX.3650
高さ mm・重量 g プレート税抜価格

A
B
C

¥2,600
¥2,400
¥2,200

（330・約200）
（310・約170）
（280・約150）

＜＃02＞
＜＃01＞
＜＃01＞

成型樹脂・メダル樹脂・樹脂製台／
メダルサイズA・B・C共（φ50）

VTX.3627-V
高さ mm・重量 g プレート税抜価格

A
B
C

¥1,700
¥1,600
¥1,500

（290・約130）
（260・約100）
（220・約  85）

＜M26＞
＜M27＞
＜M27＞

成型樹脂・メダル樹脂・樹脂製台／
メダルサイズA・B・C共（φ50）

VTX.3657-V
高さ mm・重量 g プレート税抜価格

A
B
C
D
E

¥3,900
¥3,600
¥3,100
¥2,800
¥2,500

（220×140・約405）
（200×130・約345）
（180×120・約285）
（160×110・約230）
（140×100・約190）

＜＃9＞
＜＃8＞
＜＃8＞
＜＃7＞
＜＃6＞

ミラー板・メダル樹脂／メダルサイズA・B・C（φ60）、D・E（φ50）

VSX.5550-V
高さ×幅 mm・重量 g プレート税抜価格



●フォトフレームの価格はシールの名入れ代込みとなっております。
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＊GRA-51  フォトフレームクロック
 126×153×33mm
（シール15×55mm・写真寸法89×127mm）

 ¥1,400 [税抜価格]

 ●時計・月日・曜日表示　●アラーム・スヌーズ機能

 ●温度表示

＊GRA-52  木製フォトフレーム電波時計
 163×187×24mm

（シール10×80mm・写真寸法90×127mm）

 ￥3,300 [税抜価格]

 ●電波時計・月日・曜日表示　●アラーム・スヌーズ機能
 ●温度表示　●バックライト機能（ブルー）

＊GRA-50 アクリルフォトフレーム

 大 180×240mm（シール15×50mm・写真寸法130×180mm） ¥2,100 [税抜価格]
 中 150×200mm（シール15×50mm・写真寸法105×150mm） ¥1,800 [税抜価格]
 小 130×170mm（シール12×45mm・写真寸法  90×128mm） ¥1,500 [税抜価格]
 アクリル製　ズレにくい仮留めシート付き　壁掛け式対応　ボールケース入り

縦型でも使用できます。

＊GRA-53  フォトフレーム電波時計
 141×152×22mm
（シール18×45mm・写真寸法90×127mm）

 ￥2,300 [税抜価格]

 ●電波時計・月日・曜日表示　●アラーム・スヌーズ機能

＊GRA-54  時計付ガラスフレーム
 160×250mm
（シール18×60mm・写真寸法89×127mm）

 ¥4,300 [税抜価格]

 ボールケース入り

●時計を回転させると縦・横どちらの写真も入れられます。

＊GRA-55  ガラスフレーム
 大 240×190mm

 （シール10×60mm・写真寸法178×127mm）

 ¥2,300 [税抜価格]
 中 205×170mm

 （シール10×60mm・写真寸法151×105mm）

 ¥2,100 [税抜価格]
 小 175×150mm

 （シール10×60mm・写真寸法127×  89mm）

 ¥1,900 [税抜価格]
 ボールケース入り

 ●縦・横どちらの写真も入れられます。

＊GRA-56  アルミフレーム
 206×154mm
（シール10×60mm・写真寸法178×127mm）

 ￥1,700 [税抜価格]

 ボールケース入り

 ●縦・横どちらの写真も入れられます。

たとえ活躍の場が失われたとしても、栄冠は君に輝く。思い出の台紙付きアクリルスタンド

それは君が真剣だったから・・・　自分の中にしかない答えを求めてフォトフレーム

有効期限2021年3月末日

本パンフレット以外にも様々なオーダー対応製品が掲載されたV-SH I KAカタログを

ご用意しておりますのでご用命ください。

※印刷の特性上、実際の製品と若干の色の差が生じることがございます。予めご了承ください。

製造元：松下徽章株式会社
Copyright © 2020 Matsushitakisho CO., LTD, All Rights Reserved

ダイヤカットによる
45°の美しいカット面

セットが簡単！
ズレにくい仮留シート

テンプレート 1

品番 本体サイズ 台紙サイズ 税抜価格

＊＊ 232×307mm B5（182×257mm） ￥2,800

＊＊ GRA-58 260×347mm A4（210×297mm） ￥3,500

GRA-57

品番 本体サイズ 賞状サイズ 税抜価格

＊＊ GRA-59 232×307mm B5（182×257mm） ￥3,600

＊＊ GRA-60 260×347mm A4（210×297mm） ￥4,300

台紙スタンド 箔クリア（アクリル製）

GRA-57・58は縦横兼用で、スタンド式、壁掛け式に対応できます。
台紙を含んだ価格です。
台紙テンプレートは以下よりお選びください。

GRA-59・60は縦横兼用で、スタンド式、壁掛け式に対応できます。
台紙を含んだ価格です。
台紙テンプレートは以下よりお選びください。

台紙スタンド（アクリル製）

【台紙テンプレート】 【 データ入り制作  参考例 】

テンプレート 2 テンプレート 3 テンプレート 4

テンプレート 5 テンプレート 6 テンプレート 7 テンプレート 8

テンプレート 1
写真+上1行、下2行文字
（周囲の文字はお客様の手書きです）

テンプレート 6
中央4行文字

（周囲の文字はお客様の手書きです）

●テンプレートには、写真、マーク、簡単な文言も一緒に入れられますが、1箇所のみとさせていただきます。

　右上の「データ入り制作 参考例」をご参照ください。

●写真はできるだけ解像度の高いデータをご支給ください（原寸で解像度200dpi以上推奨）。

●校章・マークはイラストレーターデータをご支給ください。

●台紙の制作には約10日間掛かります。

●台紙はアクリルフレームにセットせずに納品されますので、手書き部分をご記入後、お客様で台紙をアクリルフレームにセットして完成させてください。

テンプレート 5
校章+上1行、下2行文字
（周囲の文字はお客様の手書きです）

テンプレート 4
内側文字

（全てデータで制作した文字です）
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