世界の名画
アートポスターシリーズ
超高精細美術印刷による名画ポスターです。

TXA-002
牛乳を注ぐ女 / フェルメール

TXA-003
ひまわり / ゴッホ

TXA-004
睡蓮 / モネ

TXA-005
接吻 / クリムト

TXA-006
夜のカフェテラス / ゴッホ

TXA-008
モナ・リザ / ダ・ヴィンチ

TXA-009
黄道十二宮 / ミュシャ

TXA-011

TXA-007
落穂拾い / ミレー

TXA-010
星月夜 / ゴッホ

真珠の耳飾りの少女 / フェルメール

TXA-012
凱風快晴（冨嶽三十六景）/ 葛飾北斎

高白色・高光沢・インキ速乾性の三拍子そろった高級紙「ボンアイボリー +」採用
ポスターサイズ：A3（420×297mm）

本体価格：1,800 円 + 税

４月２７日発売予定

※諸般の事情により、発売日・仕様等変更になる場合がございますので、予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

アンティークアート・フレーム
シリーズ
『極美装』
き わ み び そ う

TXA-006B

夜のカフェテラス / ゴッホ

TXA-011G

真珠の耳飾りの少女 / フェルメール

ニュージーランド産の高級パイン材を使用
した格調高いフレームはブラックタイプと
ゴールドタイプをご用意しました。
すべて額装済みなので箱から出してすぐ飾れます。
ポスター単体より格段に名画の魅力を引き立てます。
（世界の名画アートポスターシリーズ全商品対応）
TXA-012B

本体価格：6,800 円 + 税
生産国：日本

●フレームサイズ

内寸：257×364mm
外寸：298×405mm

●フレーム素材：パイン材
（ニュージーランド産）
●表面保護板

４月２７日発売予定

凱風快晴（冨嶽三十六景）/ 葛飾北斎

：高透明ガラス

●フレーム重量：1090 グラム

※フレーム単品での販売はできません。
※諸般の事情により、発売日・仕様等変更になる場合がございますので、予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

改元記念ポスター

令和

TXR-001B

TXR-001G

TXR-001

令和 ゴールドフレーム

令和 ブラックフレーム

令和

ポスター

新元号改元を記念して元号発表時の書体そのままにアートポスターに仕上げました。
ポスター単体とフレームセットそれぞれご用意。
フレームはアンティークアート・フレーム「極美装」を採用。
生産国：日本
４月２７日発売予定

●フレーム素材：パイン材（ニュージーランド産）
●表面保護板 ：高透明ガラス
●フレーム重量：1090 グラム

品番

ポスタータイトル

サイズ

本体価格

TXR-001

令和 ポスター

420×297mm

1,200 円 + 税

TXR-001B

令和 ブラックフレーム

内寸：257×364mm

TXR-001G

令和 ゴールドフレーム

外寸：298×405mm

JAN コード
4968855169715
4968855169722

5,800 円 + 税
4968855169739

※フレーム単品での販売はできません。
※諸般の事情により、発売日・仕様等変更になる場合がございますので、予めご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

世界の名画アートポスター
品番
TXA-002

ご注文書

商品名

本体価格

牛乳を注ぐ女/フェルメール

JAN

ご注文数

1800 4968855168886

枚

TXA-002B 牛乳を注ぐ女/フェルメール

ブラックフレーム

6800 4968855168893

枚

TXA-002G 牛乳を注ぐ女/フェルメール

ゴールドフレーム

6800 4968855168909

枚

1800 4968855168916

枚

TXA-003

ひまわり/ゴッホ

TXA-003B ひまわり/ゴッホ

ブラックフレーム

6800 4968855168923

枚

TXA-003G ひまわり/ゴッホ

ゴールドフレーム

6800 4968855168930

枚

1800 4968855168947

枚

TXA-004

睡蓮/モネ

TXA-004B 睡蓮/モネ

ブラックフレーム

6800 4968855168954

枚

TXA-004G 睡蓮/モネ

ゴールドフレーム

6800 4968855168961

枚

1800 4968855168978

枚

TXA-005

接吻/クリムト

TXA-005B 接吻/クリムト

ブラックフレーム

6800 4968855168985

枚

TXA-005G 接吻/クリムト

ゴールドフレーム

6800 4968855168992

枚

1800 4968855169005

枚

TXA-006

夜のカフェテラス/ゴッホ

TXA-006B 夜のカフェテラス/ゴッホ

ブラックフレーム

6800 4968855169012

枚

TXA-006G 夜のカフェテラス/ゴッホ

ゴールドフレーム

6800 4968855169029

枚

1800 4968855169036

枚

TXA-007B 落穂拾い/ミレー ブラックフレーム

6800 4968855169043

枚

TXA-007G 落穂拾い/ミレー ゴールドフレーム

6800 4968855169050

枚

TXA-008

1800 4968855169067

枚

TXA-008B モナ・リザ/ダ・ヴィンチ ブラックフレーム

6800 4968855169074

枚

TXA-008G モナ・リザ/ダ・ヴィンチ ゴールドフレーム

6800 4968855169081

枚

TXA-009

1800 4968855169098

枚

TXA-009B 黄道十二宮/ミュシャ ブラックフレーム

6800 4968855169104

枚

TXA-009G 黄道十二宮/ミュシャ ゴールドフレーム

6800 4968855169111

枚

TXA-010

1800 4968855169128

枚

TXA-010B 星月夜/ゴッホ ブラックフレーム

6800 4968855169135

枚

TXA-010G 星月夜/ゴッホ ゴールドフレーム

6800 4968855169142

枚

TXA-011

1800 4968855169159

枚

TXA-011B 真珠の耳飾りの少女/フェルメール ブラックフレーム

6800 4968855169166

枚

TXA-011G 真珠の耳飾りの少女/フェルメール ゴールドフレーム

6800 4968855169173

枚

TXA-012

1800 4968855169180

枚

TXA-007

落穂拾い/ミレー

モナ・リザ/ダ・ヴィンチ

黄道十二宮/ミュシャ

星月夜/ゴッホ

真珠の耳飾りの少女/フェルメール

凱風快晴（冨嶽三十六景）/葛飾北斎

TXA-012B 凱風快晴（冨嶽三十六景）/葛飾北斎

ブラックフレーム

6800 4968855169197

枚

TXA-012G 凱風快晴（冨嶽三十六景）/葛飾北斎

ゴールドフレーム

6800 4968855169203

枚

1200 4968855169715

枚

TXR-001B 令和 ブラックフレーム

5800 4968855169722

枚

TXR-001G 令和 ゴールドフレーム

5800 4968855169739

枚

TXR-001

令和

ポスター

貴店名

4月27日発売予定
※᮲௳䚸䛤᫂Ⅼ➼䛿ᢸᙜ䜎䛷䛚ၥྜ䛫ୗ䛥䛔䚹

