
表札
住まいの顔ともいえる表札。
純和風から新しいスタイルの住まいまで幅広く対応。
多彩なデザインと素材をご用意しました。

ニュースタイルの住まいとともに、
表札のデザインや材質も
どんどん新しくなってきています。
サンビーはそんな時代に合わせた
新感覚の表札をラインナップしています。
※�カタログ掲載の製品以外にも様々な表札を取り扱っており
ます。専用カタログをお取り寄せください。
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表札

味わい深い天然石に美しい彫りが映える、格調高い表札です。

気品漂う天然石をベースに個性を表現できるデザインをプラス。さりげなく添えられたアクセサリーが、石の表情を引き立てます。

デザインも豊富に揃った、取付が簡単な天然石の薄型タイプです。

モノトーンの深い表情が織りなす、
美しく重厚な黒ミカゲの浮彫です。

黒ミカゲ　No.6
15,400円(税抜14,000円)
●製品サイズ：W198×H83×T20mm
書体：行書

黒ミカゲ＆ステンレス　DK50P
26,400円(税抜24,000円)
●製品サイズ：W198×H83×T20mm
ステンレスHL W150×H60×T2mm　凹黒文字
書体：プレゼント　（化粧ナットは飾りです）

黒ミカゲ　CS-672
15,400円(税抜14,000円)
●製品サイズ：W198×H83×T12mm
書体：デザイン隷書＆ヘルベチカ

ブルーパール＆ステンレス　FS11-811
48,400円(税抜44,000円)
●製品サイズ：ブルーパールW180×H180×T20mm 
彫刻シルバー文字 
ステンレス磨きW180×H25×20曲mm 
ドライエッチング黒文字
書体：ウィスカーサイン＆京まどか

バーミリオン　CS-235
22,000円(税抜20,000円)
●製品サイズ：W210×H120×T12mm　
書体：ポップ体＆ブックマン

黒ミカゲ＆ステンレス　DK103P
44,000円(税抜40,000円)
●製品サイズ：約W185×H110×D22mm
ステンレスHLドライエッチング黒文字
書体：ヘルベチカ＆現代書体

パープルブラウン　CS-381
15,400円(税抜14,000円)
●製品サイズ：W198×H83×T12mm　
書体：ヘルベチカ＆現代書体

レリーフ黒ミカゲ　D
17,600円(税抜16,000円)
●製品サイズ：W198×H83×T20mm
書体：行書

レリーフ黒ミカゲ　D30
20,900円(税抜19,000円)
●製品サイズ：W198×H83×T20mm
書体：ニューセンチュリーイタリック＆現代書体

パープルブラウン　No.30
15,400円(税抜14,000円)
●製品サイズ：W198×H83×T20mm
書体：行書

グレーミカゲ　No.26
15,400円(税抜14,000円)
●製品サイズ：W198×H83×T20mm
書体：行書

ゴールドバレー　No.36
20,900円(税抜19,000円)
●製品サイズ：W198×H83×T20mm
書体：行書

天然石 スタンダード

天然石 薄型（12mm）

天然石 スタイリッシュバリエーション 天然石・黒ミカゲ（浮彫）
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 別製品

石の種類、サイズ、書体、デザインを自由な発想で組み合わせ、オリジナリティあふれる表札を制作いたします。

天然石と金属など異なった素材の組合せが、深みのある豊かな表情を演出します。

シンメトリックなデザインの表札です。

黒ミカゲ＆チタン　 
DK302P
53,900円(税抜49,000円)
●製品サイズ：W180×H180×D22mm 
黒ミカゲ彫刻素彫 
チタンHLドライエッチング黒文字
書体：ニューセンチュリー＆京まどか

ミラノホワイト　CL5-835
31,900円(税抜29,000円)
●製品サイズ：W180×H180×T20mm
書体：京まどか＆ヘルクラウン

黒ミカゲ＆チタン運龍　 
TI-210P
63,800円(税抜58,000円)
●製品サイズ：W155×H150×D22mm 
ドライエッチング黒
書体：オプティマ＆京まどか
※多少柄の違いがございます。

ローマンベージュ　CL1-216
36,300円(税抜33,000円)
●製品サイズ：W200×H200×T20mm
書体：京まどか＆ヘルベチカ

黒ミカゲ（素彫）　FS6-502
28,600円(税抜26,000円)
●製品サイズ：W150×H150×T20mm
書体：デザイン隷書＆スーベニア

ミラノホワイト　CL5-531
28,600円(税抜26,000円)
●製品サイズ：W150×H150×T20mm
書体：行書＆パラティーノ

黒ミカゲ（素彫）　FS6-203
26,400円(税抜24,000円)
●製品サイズ：W250×H90×T20mm
書体：明朝体＆ヘルベチカ

ローマンベージュ　CL1-323
28,600円(税抜26,000円)
●製品サイズ：W230×H90×T20mm　
書体：行書

チタンスタイリッシュ スタイルプラス

クリスターロ

2世帯住宅用

204※デザイン・パッケージ・仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
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表札

波打つ表面とシックな色合い。
ステンレスの光沢がアクセントに

精度の高いレーザー切断技術が、独創的な切り文字表札を可能にしました。 各種金属を熟練のエッチング技術で加工した、美しさが際立つ魅力的な表札です。

木肌を思わせる表情と優しい色合いが美
しい表札です。

優しい色合いも美しく、様々なシチュエー
ションにマッチします。

手作りのアンティーク調表札です。

チャコール（シルバー文字）　LIB-1
28,600円(税抜26,000円)
●製品サイズ：約W148×H143×D15mm
ステンレスブラックHL　W100×H100×T2mm
ドライエッチング
書体：細隷書＆ヘルクラウン

ステンレス切文字＆エッチング　KT-2
50,600円(税抜46,000円)
●製品サイズ：W180×H180×T20mm 
切り文字（3T）磨き　欧文エッチング凸磨き 
下地梨地シルバー　書体：行書＆チャーム
取付：ボルト2本付

ステンレス板エッチング　KT-103
42,900円(税抜39,000円)
●製品サイズ：W200×H85×T3mm
書体：オプティマ　スタッドボルト2本付
文字凸HL　下地梨地黒　ステンレス磨き装飾角棒付

ココア（黒文字）　TAD-1
26,400円(税抜24,000円)
●製品サイズ：約W143×H143×D15mm
ステンレスHL　W120×H50×T2mm　
ドライエッチング
書体：アンソニー（化粧ナットは飾りです）

ステンレス切文字　KT-58
42,900円(税抜39,000円)
●製品サイズ：W310×H60×T3mm 
文字黒塗装
書体：ブラッシュスクリプト（9文字まで）
取付：化粧ボルト2本付

ステンレス板エッチング　PT-39
39,600円(税抜36,000円)
●製品サイズ：W180×H180×D2mm
書体：プラザ＆京まどか　スタッドボルト2本付
文字＆ライン凸HL　下地梨地濃いグレー

スノーベージュ（ブラウン）　VIV-1
18,700円(税抜17,000円)
●製品サイズ：約W180×H100×T12mm
書体：デザイン隷書＆スーベニア

ステンレス切文字（２文字）　KT-71
27,500円(税抜25,000円)
●製品サイズ：約70角×T3mm（１文字あたり） 
文字HL　書体：現代書体　取付：タップボルト付

ステンレス板エッチング　PT-61
36,300円(税抜33,000円)
●製品サイズ：W150×H150×D2mm
書体：細隷書＆ナプチャルスクリプト　
スタッドボルト2本付　文字＆ライン凸磨き　
下地梨地白

ブランシュ（黒文字）　CAB-1
31,900円(税抜29,000円)
●製品サイズ：約W150×H150×T12mm
書体：ヘルクラウン

リブレ タード カルムヴィヴィ

金属切り文字 エッチング
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 別製品

辰砂（しんしゃ）（白金彩・素彫）　
在庫限りで廃盤　ART-211

42,900円(税抜39,000円)
●製品サイズ：約W200×H200×T12mm　
書体：京まどか＆ドラコニアン

クラシックブラウン　AKB-1
42,900円(税抜39,000円)
●製品サイズ：約W150×H150×T10mm
彫刻　白
書体：ハンドスクリプト

琥珀（こはく）（白金彩・素彫＆黒文字）
ART-315
28,600円(税抜26,000円)
●製品サイズ：約W200×H85×T12mm
書体：ヘルベチカ＆現代書体

クラシックブラウン　AKB-2
39,600円(税抜36,000円)
●製品サイズ：約W180×H100×T10mm
彫刻　白
書体：ヘルクラウン＆新てん書体

黒陶（こくとう）（白金彩・素彫）　
ART-520
37,400円(税抜34,000円)
●製品サイズ：約W150×H150×T12mm　
書体：現代書体＆オプティマ

シャビーホワイト　AKB-3
42,900円(税抜39,000円)
●製品サイズ：約W150×H150×T10mm
彫刻　黒
書体：細隷書

アイボリー　ER-1
10,780円(税抜9,800円)
●製品サイズ：W198×H83×T10mm
書体：ドラコニアン（黒）

シャビーホワイト　AKB-5
39,600円(税抜36,000円)
●製品サイズ：約W180×H100×T10mm
彫刻　黒
書体：ミスティック

焼物のため焼ムラ、色柄の変化や焼物特有の伸縮がございます。

鉄を含む陶土を焼成した鉄錆焼と素焼きのソーブル。微妙な色合いの変化が魅力です。

人造大理石の持つ気品が、エレガントな
空間を個性的に演出します。

オブジェとの組み合わせで、さらにワンランク上の個性を表現。 重厚な味わいと耐久性が魅力です。

焼物でありながら、釉薬により金属のよ
うな輝きを表現。

カリエ　IR-221
42,900円(税抜39,000円)
●製品サイズ：約W350×H100mm 
レーザーカット文字　黒塗装仕上
書体：手書き風文字

レーザーカット文字　IR-33
39,600円(税抜36,000円)
●製品サイズ：W400×H90mm
書体：ハンドスクリプト
（文字数によりサイズが変わります）

アイアン文字　IR-117
42,900円(税抜39,000円)
●製品サイズ：W400×H70mm
オブジェ＆アイアン文字
ブロンズメッキ仕上

チタンHL　TI-2
31,900円(税抜29,000円)

mm2T×081H×081W：ズイサ品製 ●
書体：細隷書＆オプティマ

チタンHL　TI-207
44,000円(税抜40,000円)
●製品サイズ：W150×H150×T2mm 
チタン運龍　ドライエッチング黒　書体：行書
※多少柄の違いがございます。

コンビネーション　IRX-175
48,400円(税抜44,000円)
オブジェ　真鍮硫化イブシ仕上
●製品サイズ：約W190×H180mm 
アーバンプレート　AP-880（黒文字） 
W145×H145×T7mm
書体：ドラコニアン＆ヘルクラウン

オブジェ＆アイアン文字　IR-101
53,900円(税抜49,000円)
●製品サイズ：W350×H160mm
オブジェ＆アイアン文字　黒塗装仕上

ブロンズ鋳物チャンネル（2文字）
HE-127
29,700円(税抜27,000円)
●製品サイズ：約80角×T10mm（１文字分）
書体：行書　文字凸創作模様黒
取付：ボルト付

宵月　AYO-53
47,300円(税抜43,000円)
●製品サイズ：約W150×H150×T14mm
書体：ラピア＆京まどか

アルミ鋳物　GB-25
45,100円(税抜41,000円)
●製品サイズ：W180×H180×T15mm
書体：京まどか＆アバンテ（B）
文字凸エンボス素地　下地梨地黒　
ステンレスHL装飾丸棒付　取付：ボルト付

ポラリス ガンメタリック　APL-52
42,900円(税抜39,000円)
●製品サイズ：約W150×H150×T14mm
書体：現代書体＆ベンゲイト

軽量、高強度、高耐食で、抜群の耐久性。

ニューブラスアイアン 鋳物

チタンドライ 陶磁器

アリタ

コボク

エレガンス

206※デザイン・パッケージ・仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
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表札

翡翠（ひすい）（金箔文字）　UBS-119
51,700円(税抜47,000円)
●製品サイズ：七宝 W140×H140mm
28,500円＋消費税
書体：プレゼント＆細隷書

ムーレフゲカミ黒42-UT ：ズイサ品製●   
W200×H200×T20mm

18,500円＋消費税
取付：ボルト付

ステンレスブラックHL　SB-3
12,100円(税抜11,000円)
●製品サイズ：W210×H40×T2mm
書体：アンソニー

ステンレスゴールドHL　SG-82
12,100円(税抜11,000円)
●製品サイズ：W150×H60×T2mm
書体：現代書体＆パラティーノ

グラッソ ガラス調アクリル　NW-8
26,400円(税抜24,000円)
●製品サイズ：W130×H130×T24mm
ガラス調アクリル　文字凹黒　ステンレスHL
書体：デザイン隷書＆プレゼント

ステンレスゴールドHL　SG-83
12,100円(税抜11,000円)
●製品サイズ：W210×H40×T2mm
書体：ドラコニアン

ステンレスロゼHL　SR-32
12,100円(税抜11,000円)
●製品サイズ：W150×H60×T2mm
書体：細隷書＆プレゼント

グラッソ ガラス調アクリル　NW-27
28,600円(税抜26,000円)
●製品サイズ：W130×H130×T24mm
ガラス調アクリル　文字凹シルバー　
ステンレスブラックHL
書体：ドラコニアン＆京まどか

ベレーザ ステンレスHL　SPW-15
24,200円(税抜22,000円)
●製品サイズ：W150×H150×T7mm
書体：金文体

ステンレスHL　SP-112
11,000円(税抜10,000円)
●製品サイズ：W210×H40×T2mm
書体：京まどか＆ドラコニアン

ステンレスブラックHL　SB-2
14,300円(税抜13,000円)
●製品サイズ：W180×H80×T2mm
書体：金文体＆ヘルクラウン

グラッソ マット調アクリル　NW-15
26,400円(税抜24,000円)
●製品サイズ：W130×H130×T23mm
マット調アクリル　文字凹黒　ステンレスHL
書体：ドラコニアン＆金文体

ステンレスロゼHL　SR-33
12,100円(税抜11,000円)
●製品サイズ：W210×H40×T2mm
書体：フリスキー

ステンレスHL　SP-116
12,100円(税抜11,000円)
●製品サイズ：W180×H80×T2mm
書体：行書＆ヘルベチカ

フローラ ステンレスブラックHL　SPW-113
28,600円(税抜26,000円)
●製品サイズ：W150×H150×T7mm
書体：細隷書＆ヘルクラウン

水紺（みずこん）（金箔文字）　UBS-140
56,100円(税抜51,000円)
●製品サイズ：七宝 W140×H140mm
28,500円＋消費税
書体：フリッツ

スラガーアリク72-UT ：ズイサ品製●  
W200×H200×T10mm

22,500円＋消費税
取付：化粧ボルト付

伝統を守り、長年の経験を積み上げた職人による味わい深い色の七宝表札。 ステンレス素材の質感を残し、高級感と重厚感を演出。

軽くて割れないガラス調アクリルと、シルバーとブラックのステンレスのシャープさがクール。

七宝 ステンレスドライ

グラッソ

クリアーガラス＆アルミ鋳物　 
GPL-203K
63,800円(税抜58,000円)
●製品サイズ：約W200×H200×T27mm
書体：京まどか＆ヘルベチカ
取付：化粧ボルト付

クリアーガラス　
GPL-516
31,900円(税抜29,000円)
●製品サイズ：W150×H150×T10mm
書体：京まどか＆ヘルベチカ
取付：化粧ボルト付

マーヴェラスグラス（黒文字）＆オブジェ
GPM-741
77,000円(税抜70,000円)
マーヴェラスグラス：約W280×H120mm
書体：プレゼント　オブジェ：ブロンズメッキ仕上
約W380×H140mm　ボルト付（M6×2本）
※特寸不可

異なる素材と組み合わせてさらにガラスの美しさを強調しました。

ガラスサイン

ステラクリアー　GST-3
33,000円(税抜30,000円)
●製品サイズ：約W150×H110×T6mm
書体：細隷書＆アバンテ（B）
取付：化粧ボルト付

ガラスの透明感と明るさを存分に活かした
装飾がキュート。

ステラ
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 別製品

ファミリー表札アクリル　
書き共　NO.1325

ファミリー表札塩ビ　
書き共　NO.1315

材料・種類
サイズ 

（長さ×幅×厚み） 
mm

品番 JANコード 価格 内容

材料・書き共
ファミリー表札
アクリル書き No.1325 125×155mm HP-010 -411603 6 ,380円(税抜5,800円) 住所＋家族名

ファミリー表札
塩ビ書き No.1315 128×150mm HP-011 -411559 5 ,280円(税抜4,800円) 住所＋家族名

材料のみ
ファミリー表札
アクリル No.1325 125×155mm HP-012 -413652 3 ,520円(税抜3,200円) ステンレス枠

ファミリー表札
塩ビNo.1315 128×150mm HP-013 -413706 2 ,200円(税抜2,000円) プラスチック枠

）字文白（）ジンェウ（スラガせわ合
GPA-2
53,900円(税抜49,000円)
●製品サイズ：W180×H180×T10mm
書体：レージ
ステンレスプレート・スタッドボルト付

アルブル（ダークチェリー）
AB-3P
34,100円(税抜31,000円)

：ズイサ品製 ●  
W205×H120×D21mm 
ボルト付
書体：フリッツ
ダークチェリー＆ステンレスHL
ドライエッチング（黒文字）
取付：ボルト付

ヒノキ書き　801
9,350円(税抜8,500円)

：ズイサ品製 ●  
W88×H210×T30mm
　書体：行書

サクラ書き　811
9,900円(税抜9,000円)

：ズイサ品製 ●  
W85×H210×T30mm
　書体：行書

ケヤキ書き　821
11,000円(税抜10,000円)

：ズイサ品製 ●  
W88×H210×T30mm
　書体：楷書

一位書き　851
13,200円(税抜12,000円)

：ズイサ品製 ●  
W88×H210×T30mm
　書体：行書

延寿書き　861
14,300円(税抜13,000円)

：ズイサ品製 ●  
88×H210×T30mm
　書体：行書

ヒバ書き　841
14,300円(税抜13,000円)

：ズイサ品製 ●  
W88×H210×T30mm

　書体：行書

ヒノキ浮彫　803
15,400円(税抜14,000円)
● 製品サイズ：W88×H210×T30mm
書体：行書

アルブル（キャラメル）
AB-8P
42,900円(税抜39,000円)

：ズイサ品製 ●  
W200×H180×D21mm 
ボルト付
書体：アバンテ
キャラメル＆ステンレス黒焼付ド
ライエッチング（白文字）＆ステン
レスHLドライエッチング（黒文字）
取付：ボルト付

ケヤキ彫刻　822
13,200円(税抜12,000円)

mm03T×012H×58W：ズイサ品製 ●
書体：行書

アルブル（メープル）
AB-13
37,400円(税抜34,000円)
● 製品サイズ： 
約W150×H150×D21mm 
ボルト付
書体：ラフチャンセリー
メープル（黒文字）＆ステンレス
白焼付
取付：ボルト付

サクラ彫刻　812
12,100円(税抜11,000円)
● 製品サイズ：W85×H210×T30mm
書体：行書

　）字文黒（）フーリ（スラガせわ合
GPA-1
53,900円(税抜49,000円)
●製品サイズ：W150×H150×T10mm　
化粧ボルト付　書体：ヘルクラウン

柄色、さき大、でのすまいてっ使を葉の然天 ※
の違いがございます。

一位彫刻　852
17,600円(税抜16,000円)

mm03T×012H×88W：ズイサ品製 ●
書体：行書

せせらぎ（黒文字＆素彫）　GF1-318
42,900円(税抜39,000円)
●製品サイズ：約W230×H120×T18mm　
化粧ボルト付　書体：隷書＆パラティーノ

あさがお（白文字）　GF8-501
37,400円(税抜34,000円)
●製品サイズ：約W150×H150×T18mm　
化粧ボルト付　書体：ドラコニアン＆デザイン隷書

和紙や葉脈の美しい姿などを2枚のガラスに挟み込んだ「合わせガラス」。モチーフをシンプ
ルに閉じ込め、その表情を美しく魅せます。

車やビルの内外装で実績のある木目転写を、屋外用アクリルに施し、さらにトップコート
で保護した新素材です。

各種書き文字表札もご用意しました。

天然銘木の風合いと、和の心を象徴する伝統の格調高い表札です。

東京下町の硝子職人手作りによる、綺麗なガラス表札です。

合わせガラス 花水木

アルブル

書き文字表札

銘木表札

208※デザイン・パッケージ・仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

札
表


