
◆◆◆　カード立　◆◆◆

◇◇◇　パレット　◇◇◇

㈱上山製作所

定番品カタログ

◇◇◇　名　札　◇◇◇

◆◆◆　番号札　◆◆◆

◇◇◇　親子札　◇◇◇



本体サイズ：５０×４０mm

入数 50 入数 50 入数 50

入数 50 入数 50 入数 50

両用クリップ付 本体サイズ：５１×２８mm   両用クリップ付 本体サイズ：５１×２８mm        ベロ付ピン

名札（Ｕ型名札） 　中紙（0.3ｍｍ厚）入　※中紙のみ販売可 ※各種名入れ可能

Ｕー２名札 品　名 Ｕー３名札アクリル製 アクリル製 スチロール製

カラー 透明のみ カラー 透明のみ カラー 透明 黄

品　名 Ｕー１名札 品　名

本体サイズ：６０×２０mm 安全ピン付

桃 青 緑 色付は受注生産

スチロール製 スチロール製

本体サイズ：５１×２８mm 両用クリップ付 本体サイズ：５１×２８mm      安全ピン付

スチロール製

カラー 透明 黄 桃 青 緑 カラー 透明 黄

品　名 Ｕー４名札 品　名 Ｕー５名札 品　名 Ｕー６名札
＊受注生産商品

原産国：日本

桃 青 緑 色付は受注生産 カラー 透明のみ



入数 50 入数 50 入数 50

入数 50 入数 50 入数 50

名　札（丸型名札） 　中紙（0.3ｍｍ厚）入　※中紙のみ販売可 ※各種名入れ可能

本体サイズ：直径４５ｍｍ 　両用クリップ付 本体サイズ：直径５５ｍｍ 両用クリップ付 本体サイズ：直径５５ｍｍ 　安全ピン付

品　名 丸ー１名札 品　名 ＦＵー１名札 品　名 ＦＵー２名札スチロール製 スチロール製 スチロール製

カラー 白 黄 赤 青 緑 桃 空 紫 カラー 緑 ＊受注生産商品透明 黄 桃 青緑 カラー青透明 黄 桃

　安全ピン付

品　名 丸ー２名札 品　名 ＦＵー３名札 品　名 ＦＵー４名札

本体サイズ：直径４５ｍｍ 　　安全ピン付 本体サイズ：直径４５ｍｍ 両用クリップ付 本体サイズ：直径４５ｍｍ

スチロール製 スチロール製 スチロール製

カラー 白 黄 赤 青 緑 桃 黄空 紫 カラー 透明 黄 桃 青 緑 カラー 透明 桃 青 緑 ＊受注生産商品

原産国：日本



名　札（大きめサイズ・縫い付けタイプ・名入れイメージ画像）

入数 30 入数 30 入数 30

入数 100 入数 100

※各種名入れ可能

本体サイズ：９２×６０mm 　　   ベロ付 本体サイズ：９２×６０mm 　   安全ピン付 　　本体サイズ：９２×６０mm 　　両用クリップ付

　中紙（0.3ｍｍ厚）入　※中紙のみ販売可 　中紙（0.3ｍｍ厚）入　※中紙のみ販売可 　中紙（0.3ｍｍ厚）入　※中紙のみ販売可

品　名 Ｕー１０１名札 品　名 Ｕー１０２名札 品　名 Ｕー１９０名札スチロール製 スチロール製 スチロール製

カラー 透明のみ ＊受注生産商品 カラー 透明のみ カラー 透明のみ

＊縫い付け用穴２か所付 ＊縫い付け用穴２か所付

                        大　サイズ：３６×５５mm 大　サイズ：５０×２５mm

小　サイズ：３０×４７mm 　　　　　  小　サイズ：５０×２０mm　(小のみ受注生産）

品　名 小判名札 大・小 品　名 ＃５５名札 大・小スチロール製 スチロール製

原産国：日本

カラー 白のみ 安全ピン付も可 カラー 白のみ 安全ピン付も可

表面へのシルク印刷もお受けいたします



品　　名 カラー 参考上代(税抜) 品　　名 カラー 参考上代(税抜) 品　　名 カラー 参考上代(税抜)

Ｕ－１ 名札 透明 ¥140 丸－１ 名札 ８色 ¥100 Ｕ－１０１ 名札 透明 ¥140

Ｕ－２ 名札 透明 ¥120 丸－２ 名札 ８色 ¥80 Ｕ－１０２ 名札 透明 ¥160

Ｕ－３ 名札 ５色 ¥90 ＦＵ－１ 名札 ５色 ¥130 Ｕ－１９０ 名札 透明 ¥200

Ｕ－４ 名札 ５色 ¥100 ＦＵ－２ 名札 ５色 ¥100

Ｕ－５ 名札 ５色 ¥80 ＦＵ－３ 名札 ５色 ¥120 小判 名札（大） 白 ¥24

Ｕ－６ 名札 透明 ¥70 ＦＵ－４ 名札 ５色 ¥90 小判 名札（小） 白 ¥20

＃５５名札（大） 白 ¥20

＃５５名札（小） 白 ¥17

名札　メーカー希望小売価格　一覧表



　                     　  ※番号入は１００番まで。その他 高番号作成も可能

入数 100

入数 50 入数 100

スチロール製 番号札（無地札・番号入札） ※各種名入れ可能

品　名 番号札 中 H56×W35×T2㎜ 入数 100

品　 名
番号札　小 　                     　  ※番号入は１００番まで。その他 高番号作成も可能

番号札　大

カラー(７色) 白 黄 赤 青 緑

※番号入（ホットスタンプ）は１０００番まで。その他 特注品作成も可能

桃 空

 H45×W30×T2㎜(穴径Φ3㎜)

カラー(1１色）
　白　 黄 　赤　 青

　黒　(受注生産商品）

品　名
角型番号札 小 H45×W30×T2㎜

緑

 H60×W40×T2㎜(穴径Φ4㎜)

カラー(７色) 白 黄　桃　 空 若草 橙 茶

角型番号札 大 H57×W38×T2㎜

桃 空

原産国：日本

入数 50

赤 青 緑



スチロール製 親子札  (無地親子札・親札のみの作成も可能) マーブル番号札 (無地札・番号入・小判型のみ)

　                           　  ※番号入は１００番まで。その他高番号作成も可能

H60×W40×T2㎜(スチール製クリップ使用）

入数 50

マーブル３色 グリーン ブラウン グレー スチロール製

品　名 　マーブル番号札　H60×W40×T2㎜

             　　　　　　※２００番まで。その他高番号作成も可能

品　 名 スチロール製 親子札
　親札：

入数 50
　子札： H45×W30×T2㎜(穴径Φ3.5㎜)

カラー(11色）
　白　 黄 　赤　 青 緑

若草 橙 茶 　黒　(受注生産商品） ※ＰＰケースのみ販売可

原産国：日本

　桃　 空



抗菌Ａｇ＋ 配合　スチロール製 親子札・番号札　※全てＰＰケース入りです。ケースはアルコール消毒可能。

　親札： 入数 100

　子札： 入数 50

　　※各種名入れ可能

　　　　　　　※番号入は１００番まで。その他 別注商品作成も可能 　　                    ※番号入は１００番まで。その他 別注商品作成も可能

 H45×W30×T2 ㎜(穴径Φ3.5㎜)  抗菌 番号札 大 H60×W40×T2 ㎜(穴径Φ4㎜)

カラー 銀・亜鉛イオン含有　ナチュラル色１色のみ カラー 銀・亜鉛イオン含有　ナチュラル色１色のみ

品　 名 抗菌 親子札
 H60×W40×T2 ㎜(スチール製クリップ使用)

入数 50 品　名

原産国：日本

 抗菌 番号札 小 H45×W30×T2 ㎜(穴径Φ3㎜)



品　　名 カラー 参考上代（税抜） 品　　名 カラー 参考上代（税抜） 品　　名 カラー 参考上代（税抜） 品　　名 カラー 参考上代（税抜）

スチロール　番号札（大） スチロール　親子札 抗菌　番号札（大） ＰＰ 番号札（大）

無地　５０枚入 全色 ¥1,600 無地　５０組入 全色 ¥6,500 無地　５０枚入 ナチュラル色 ¥2,000 無地　５０枚入 全色 ¥2,000

番号入　１～５０ 全色 ¥3,200 番号入　１～５０ 全色 ¥8,000 番号入　１～５０ ナチュラル色 ¥3,600 番号入　１～５０ 全色 ¥3,600

〃　５１～１００ 全色 ¥3,200 〃　５１～１００ 全色 ¥8,000 〃　５１～１００ ナチュラル色 ¥3,600 〃　５１～１００ 全色 ¥3,600

〃　１０１～１５０ 全色 ¥3,600 〃　１０１～１５０ 全色 ¥8,500 欠　番　　１枚 ナチュラル色 ¥150 欠　番　　１枚 全色 ¥150

〃　１５１～２００ 全色 ¥3,600 〃　１５１～２００ 全色 ¥8,500

〃　２０１～５００ 全色
　　５０枚単位　　

各 \3,600
〃　２０１～５００ 全色

 ５０組１セット単位　

　各 \8,500
抗菌　番号札（小） ＰＰ 番号札（小）

〃　５０１～１０００ 全色
　　５０枚単位　　　

各 \4,000
〃　５０１～１０００ 全色

 ５０組１セット単位　

　各 \9,000
無地　１００枚入 ナチュラル色 ¥3,200 無地　１００枚入 全色 ¥3,200

欠　番　　１枚 全色 ¥150 欠　番　　２枚１組 全色 ¥320 番号入　１～１００ ナチュラル色 ¥5,400 番号入　１～１００ 全色 ¥5,400

欠　番　　１枚 ナチュラル色 ¥150 欠　番　　１枚 全色 ¥150

スチロール　番号札（小） マーブル　番号札（大）

無地　１００枚入 全色 ¥2,400 無地　５０枚入 ３色 ¥2,000 抗菌　親子札 ＰＰ 親子札

番号入　１～１００ 全色 ¥4,800 番号入　１～５０ ３色 ¥3,600 無地　５０組入 ナチュラル色 ¥7,000 無地　５０組入 全色 ¥7,000

〃　１０１～２００ 全色 ¥5,400 〃　５１～１００ ３色 ¥3,600 番号入　１～５０ ナチュラル色 ¥8,500 番号入　１～５０ 全色 ¥8,500

〃　２０１～５００ 全色
　 １００枚単位　　

各 ¥5,400
〃　５１～１００ ナチュラル色 ¥8,500 〃　５１～１００ 全色 ¥8,500

〃　５０１～１０００ 全色
　 １００枚単位　　

各 ¥6,000
欠番　２枚１組 ナチュラル色 ¥320 欠番　２枚１組 全色 ¥320

欠　番　　１枚 全色 ¥150

番号札・親子札　参考上代　一覧表

＊スチロール・・・ポリスチレン製 ＊マーブル・・・特殊ポリスチレン製 ＊抗菌・・・銀・亜鉛イオン含有ポリスチレン製 ＊ＰＰ・・・ポリプロピレン製



カードサイズ：６５×３０ｍｍ

リクライニングカード立（スタンドタイプ） ※各種名入れ可能

ミニサイズ

　中紙（0.3ｍｍ厚）入　※中紙のみ販売可

品　名 ＵＣー４ 
カラー 透明のみ

特大サイズ

　　　　　　　中紙（0.3ｍｍ厚）入　※中紙のみ販売可 カードサイズ：１９２×７９ｍｍ

品　　     名 ＵＣー１ ＵＣー２ ＵＣー３ 入数：２０
　中紙（0.3ｍｍ厚）入　※中紙のみ販売可

スモーク 白 黒

カードサイズ １００×６５ｍｍ ８０×５０ｍｍ ６５×４５ｍｍ

カラー(９色) 透明 青 橙 赤 金

原産国：日本

入数 20

スチロール製

入数 10

スチロール製銀 カラー 透明のみ

ＵＣー１０ スチロール製 品　名



スタンドミニタイプ

入数 30

品     名 　　　　        ＵＣー５（直径４０ｍｍｘＨ２２ｍｍ・ 90度回転） 入数  :   30

リクライニング式丸型カード立

本体サイズ：Ｗ５０×Ｈ３３×直径４０ｍｍ（９０°回転）

品　名 ＵＣー５２ スチロール製

カラー 透明のみ 金・銀も可

若草

透明カラー 透明 青 橙 緑 スモーク

　不透明カラー 白 黒 茶 ワイン 金 銀

原産国：日本

   スチロール製 パット印刷での名入れ見本



入数 20

入数 50 入数 30

本体サイズ：W８０×Ｈ４５(４０)×Ｄ４９ｍｍ

カード立（角度７０°固定タイプ・ラミネート加工カード用） ※各種名入れ可能

角度７０°固定型
ラミネート加工カード用

品　名 ＵＣー２５ スチロール製

カラー 透明のみ リクライニング式

石目グレー

角度７０°固定型

本体サイズ：Ｗ３５×Ｈ３１×Ｄ４５ｍｍ

品　名 　　　　　　　　ＵＣー２０ (本体サイズ：Ｗ５０×Ｈ１１×Ｄ２５ｍｍ) 品　名 ＵＣー３０ スチロール製 スチロール製

カラー 透明 青 橙 赤 2wayタイプ

原産国：日本

白 黒 金 銀 カラー 透明のみ



入数 30 入数 20

中紙（0.3ｍｍ厚）入　※中紙のみ販売可 中紙（0.3ｍｍ厚）入　※中紙のみ販売可 中紙（0.3ｍｍ厚）入　※中紙のみ販売可

入数 50 入数 50 入数 30

カード立（磁石付・吸盤付・ラチェット付）

磁石付 吸盤付

本体サイズ：直径４０×高さ７０ｍｍ（１８０°回転）

品　名 ＵＣー８　本体サイズ：直径３０×高さ５７ｍｍ（１８０°回転） 品　名 ＵＣー８８ スチロール製 スチロール製

カラー 白 桃 空 緑 黄 耐重２００ｇ カラー 透明のみ 塩ビ吸盤

ラチェット付 ラチェット付 ラチェット付

ＵＲー１０２ アクリル製 アクリル製

カードサイズ：５０×３８ｍｍ カードサイズ：５０×２５ｍｍ カードサイズ：１００×６５ｍｍ

名札として使用も可能 名札として使用も可能 名札として使用も可能

原産国：日本

スチロール製

カラー 透明のみ ピン付も可能 カラー 透明のみ ピン付も可能 カラー 透明のみ ピン付も可能

品　名 ＵＲー１ 品　名 ＵＲー２ 品　名



ミニタイプ

入数 20

　　　　　　　中紙（0.3ｍｍ厚）入　※中紙のみ販売可
本体サイズ：Ｗ５０×５０×Ｄ１５ｍｍ（１８０°回転）

リクライニングカード立（５mmボード用） ※各種名入れ可能

フリーサイズカード用

                           ハガキサイズまで対応

スチロール製

品　 名 ＵＣーＧ１ ＵＣーＧ２ ＵＣーＧ３ ＵＣーＧ４ 
カードサイズ 　１００×６５ｍｍ ８０×５０ｍｍ ６５×４５ｍｍ ６５×３０ｍｍ

カラー 透明のみ カラー 透明のみ

原産国：日本

本体サイズ：Ｗ２５×Ｈ３９×Ｄ１５ｍｍ（１８０°回転）

入数 30

スチロール製

入数 30

スチロール製

品　名 ＵＣー６２ 
中紙のみ販売可

品　名 ＵＣー６
カラー 透明のみ



入数 20

リクライニングカード立（クリップタイプ） ※各種名入れ可能

フリーサイズカード用

　　　　ハガキサイズまで対応

　　　　              　中紙（0.3ｍｍ厚）入　※中紙のみ販売可 本体サイズ：Ｗ５０×Ｈ６５×Ｄ２０ｍｍ（１８０°回転）

品  　名 ＵＣーＫ１ ＵＣーＫ２ ＵＣーＫ３ ＵＣーＫ４ 中紙のみ販売可

カラー 透明のみ カラー 透明のみ

カードサイズ 　１００×６５ｍｍ ８０×５０ｍｍ ６５×４５ｍｍ ６５×３０ｍｍ スチロール製

原産国：日本

本体サイズ：Ｗ２５×Ｈ５６×Ｄ２０ｍｍ（１８０°回転）

スチロール製

スチロール製

入数 30

入数 30品　名 ＵＣー７２

品　名 ＵＣー７
カラー 透明のみ

ミニタイプ



品　　名 カラー 参考上代（税抜） 品　　名 カラー 参考上代（税抜） 品　　名 カラー 参考上代（税抜）

　ＵＣ－１０ 透明 ¥260 　ＵＣ－Ｋ１ 透明 ¥270 　ＵＣ－５ １０色 ¥120

　ＵＣ－Ｋ２ 透明 ¥250 　ＵＣ－５ 金・銀 ¥200

　ＵＣ－１ ７色 ¥180 　ＵＣ－Ｋ３ 透明 ¥230

　ＵＣ－１ 金・銀 ¥290 　ＵＣ－６ 透明 ¥120

　ＵＣ－２ ７色 ¥160 　ＵＣ－Ｇ１ 透明 ¥190 　ＵＣ－７ 透明 ¥140

　ＵＣ－２ 金・銀 ¥260 　ＵＣ－Ｇ２ 透明 ¥170

　ＵＣ－３ ７色 ¥140 　ＵＣ－Ｇ３ 透明 ¥150 　ＵＣ－８ ５色 ¥230

　ＵＣ－３ 金・銀 ¥230 　ＵＣ－Ｇ４ 透明 ¥130 　ＵＣ－８８ 透明 ¥200

　ＵＣ－４ 透明 ¥130

　ＵＲ－１０２ 透明 ¥180 　ＵＣ－５２ 透明 ¥130

　ＵＣ－２５ 透明 ¥150 　ＵＲ－１ 透明 ¥160 　ＵＣ－５２ 金・銀 ¥210

　ＵＲ－２ 透明 ¥140

　ＵＣ－２０ ７色 ¥70 　ＵＣ－６２ 透明 ¥130

　ＵＣ－２０ 金・銀 ¥140 　ＵＣ－３０ 透明 ¥90 　ＵＣ－７２ 透明 ¥150

カード立　参考上代　一覧表



パレット（スチロール製・カラー白のみ）

品　名 Ｌー１ パレット 入数 12枚 品　名 12枚

参考上代 ￥150-(税抜）  参考上代 ￥250-(税抜）  参考上代 ￥400-(税抜）

Ｌー２ パレット 入数 12枚 品　名 HIBOX パレット 入数

原産国：日本

 参考上代 ￥200-(税抜）  参考上代 ￥300-(税抜）  参考上代 ￥250-(税抜）

品　名 BOX パレット 入数 12枚 品　名 Ｌー3 パレット 入数 12枚 品　名 トリプルパレット 入数 12枚



フック用ＰＣホルダー 　エコパクト（４５度・９０度フック兼用）

透明セルにＰＥＴ樹脂を採用しております

　貼型フック用ＰＣホルダー４５度用・９０度用

スチロール製　カラー白のみ

カード差し

サイズ ５０×３５ ５５×３０ ４０×３０ ５０×３０

ＥーＰＣ０４ ＥーＰＣ０７ Ｅ－ＰＣ０９ Ｅ－ＰＣ０１１

サイズ １００×４０ ８０×４０ ７０×４０ ５０×３５

品番

サイズ ８０×３０ ６５×３０ ５５×３０ ４５×３０

品番 ＳＦ－ＣＯ１ ＳＦ－ＣＯ２ ＳＦ－ＣＯ３ ＳＦ－ＣＯ４ 

ＳＦ－ＣＯ７ ＳＦ－ＣＯ８

サイズ ８５×５２ ３５×２５ ５０×３０ ８５×５２

品番 ＳＦ－ＣＯ５ ＳＦ－ＣＯ６ 

品番 ＳＦ－ＣＯ９ ＳＦ－ＣＯ１０ ＳＦ－ＣＯ１１ ＳＦ－ＣＯ１２ 

原産国：日本

４５度用・９０度用・カラー白のみ・ＡＢＳ樹脂製
品番 ＳＦ－ＣＯ１３

サイズ ５８×３０ ４０×３０ 45度のみ５０×２６

サイズ ３５×２５

４５度用

９０度用

（４０×３０）９０度


