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興和サインでは店舗や企業の看板の常識にとらわれず、様々な角度からより効果的で魅力的な看板

を企画・提案することが可能です！オーソドックスにきめたいお客様にもエンタメ性で攻めたいお客様にもご満足いただけるよう看板

ラインナップも豊富に取り揃えております。裏メニューもございます。
企画～施工まではもちろんのこと、看板の安全点検や設置したあとのアフターケアなども行なってお

りますのでお気軽にご相談ください。
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代表的な看板
興和サインで手がけた代表的な看板の一部を紹介！
看板を設置した人も、看板を見た人も、皆が笑顔になる看板
製作を目指しています。

▼巨大看板

株式会社林不動産様 きぬた歯科様

キャラクターオブジェ▼

▼商店街アーチ

紅谷しんしく商店会様 まんぷく食堂様

壁面アート▼

▼トリック3Dアート

株式会社スクワッド様 JAXA(宇宙研究開発機構)様

トリック3Dアート▼



興和サインの看板ラインナップ

▼カッティングシート ▼インクジェットシート

興和サインでは主に、カッティングシート、インクジェットシートを用いて看板を製作しています！
また看板のベースなどにダイノックシートを用い木目調の看板にするなど、お客様のオーダーに応じて看板をお作り致します。

アクリルやガラス、金属、アルミ複合板等、場所を選ばずに使用できる優
れものです！電飾で使用する場合も綺麗に発光致します。

塩ビタックシート、電飾用シート、横断幕用シート、フロア用シート、
壁紙用シートなど、様々なメディアに出力可能です。メディアによって
は、防火認定、防炎認定にも対応可能です。

興和サインでは様々な看板に対応いたします！
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ト ダイノックシートは木目や金属的な質感をシートで表現できる優れものです！

上記のシートやカルプ文字、ステンレスの切り文字などと組み合わせることで看板の見た目をグッと華やかに彩ります。

手書き看板もお取り扱いしております！詳しくはP6.店舗看板のすヽめへ！

カッティングシートは、粘着性のあるフィルムを文字やロゴの形にカッ
トして貼り付けるサインです。印刷ではないので多色での製作よりも単
色や少ない色数での製作に適しています。

インクジェットシートは、多色仕様、グラデーション、情報量が多いデ
ザインなど、色数や文字情報に関係なく縦×横の面積で金額を算出致し
ます。色数が多いほどお得になります。



看板って、印刷？それとも手描き？

店舗看板のすヽめ

▼パネル看板▼ペラ看板 ▼パネル看板▼ペラ看板

シート類対応！

インクジェット対応！

「ペラ看板」は、軽くて加工しやすいアルミ複合板に屋外用のインクジェット
シートを貼り付けたものです。屋外での耐候性が高く、サビ知らずで比較的
どこにでも設置しやすい使いやすさが特徴です。

「パネル看板」は、ペラ看板にさらにアルミフレームを組んで厚みを出し、
より頑丈さと見栄えをアップさせた看板です。大きくて目立たせたいファサ
ードや野立て看板にオススメです。

風の影響を受ける場所やつなぎ目の必要な大きなサイズでは、ペラ看板より、
より頑丈なパネル看板での製作をおすすめ致します。

インクジェットシートを貼った後にマシンカットでご希望の形に変えることが
出来ます。大小様々なサイズで製作が可能です。

▼窓面シート▼窓面シート
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シート類・塗装対応！

▼横から見ると… ▼横から見ると…

「窓面シート」はその名の通り、窓に貼るシートのサインです。
インクジェットシート、カッティングシート共に対応しているの
で、デザインや色数によって使い分けてご提案致します！
窓の内側から貼ることもできるので、状況に応じて使い分ける
ことが可能です。
窓面も有効活用したい！という方にオススメの商品です。

ちょっと立体的なインパクトが欲しい場合には
「カルプ文字」がオススメです！
「カルプ文字」は低発泡ウレタン樹脂のボード
を切って製作する立体文字サインです。金属や
アクリルに比べて安価で厚さのある文字が製作
可能です！
カルプ文字の上にインクジェットシートやカッ
ティングシートを貼ることも可能なので「平面
じゃ物足りない！」という方にオススメです。
カルプ文字は金属文字よりも軽い素材でできて
おり、設置できる場所や取り付けに必要な材料
の幅が広く大きなサイズも施工しやすいことが
特徴です。



店舗看板のすヽめ

▼スタンド看板▼スタンド看板 ▼手書き・木製ハンドメイド看板▼手書き・木製ハンドメイド看板

◀「ペラ看板」は、
　屋外での耐候性の高く、
　軽くて加工しやすい
　アルミ複合板に屋外用の
　インクジェットシートを
　貼り付けたものです。

　大きい看板でも比較的
　安価で製作可能で、
　マシンカットをする事で
　よりインパクトのある
　デザインにする事が
　可能です！
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興和サインではメーカー各社の既製品の取り扱いから
セミオーダー、完全オーダーメイドまで幅広く対応し
ます。スタンド看板、電飾スタンド看板、A型看板な
ど、種類も豊富に取り揃えています。
オリジナルのスタンド看板も一台から製作可能です！
アルミ製、金属製、木製等、設置場所やご予算で様々
な仕様をご提案致します。

興和サインではペンキを使って一文字ずつ手書きする看板も作成しております。この手法
による手書き看板は、特に飲食店のメニュー看板やファサード看板にオススメです。一つ
ひとつ手書きなので、必ず同じ文字にはならないところが味わいを出しています！さまざ
まな書体を描くことが可能で、日本語だけでなく英文も記入することが可能です。書体の
選定から当社にご相談いただけます。

木製のハンドメイド看板も製作しています。こちらも全て手作りで製作していますので、一つひと
つ違った木目や形を生かしてご提供します。手書き看板の一つでもある「チョークアート看板」も
取り扱っております。木製ハンドメイド看板はカフェや雑貨店など、お店の個性を大切にしたい
方にオススメです。

金属の素材の質感を活かして、オリ
ジナルの「金属看板」を製作致しま
す。高級感のある見た目で、社名サ
イン、店舗看板共に人気の高い商品
です。
文字などはカルプに比べて高価で、
厚みが増すほど料金も高くなります
が、壁面から浮かして取り付けるな
どスタイリッシュな印象を出せるこ
とが金属看板の特徴です。

ステンレス製のオリジナル看板など
も製作しています。



▼屋上広告塔▼屋上広告塔▼自立看板▼自立看板

▼
立
体
看
板

▼
立
体
看
板

屋上広告塔の改修工事にも対応可能です。
屋上広告塔の改修工事においては、看板の図面、施工した当時の工作
物確認申請の資料、屋外広告物許可の資料等が必要になります。
屋上広告は大きくて目立つ分、いざ掲出しても経年劣化した際にリニ
ューアルが大がかりになったりと何かと扱いが難しいものです。
そんな屋上広告塔の難しいところを全て興和サインにお任せしてみま
せんか？

改修工事に着手する前に看板の安全点検を行い、既存の部材が使用に
耐えられるか、補修が必要かなどを確認致します。
屋上広告の作業の場合は足場組み、または高所作業車等の使用が必須
になります。
大掛かりな施工になるため、スケジュールや申請、施工方法について
など施主様や大家様としっかりとお打ち合わせ・確認をした上で施工
に入らせていただきます。

サイズ・仕様・用途に合わせて様々な形の自立看板を製作致します。
大きなものを製作する場合はサイズに応じて、屋外広告物許可申請や工作物
の確認申請を出す必要があります。それらの申請手続きも含めて弊社でご対
応させていただきます！大きな自立看板だけではなく、店先や駐車場などに
立てる自立サインも製作することができます。

大きな自立看板だけではなく、店先や駐車場などに立てる自立看板も製作でき
ます。地面に穴を掘り、柱を埋めて設置するので、強風などの影響を受けてもス
タンド看板のように転倒の心配がなく、いちいち出したりしまったりする手間も
省けます。表示面はインクジェットの出力シートだけでなく、カルプなどの切り
文字を使用して文字の部分を立体的にしたり、木材を使用してお好みの雰囲気
に変えることが可能です。スポットライトの仕様や電飾仕様もございますので、
夜間でもバッチリ目立ちます。

立体看板をオーダメイドで製作致し
ます。
思い切って会社のロゴを屋外で大き
く表示したい、街おこしのために商
店街にランドマークになるような物
が欲しいといった方にオススメして
おります。
大型のものだけでなく、スタンドサ
インにとりつけるものや入口周りに
置くウェルカム看板の代わりになる
コンパクトなものも製作しておりま
す。サイズによって納期やお見積も
りが異なりますので、詳しくはご相
談ください。

大型看板のすヽめ



主に夜間に活躍する電飾看板ですが、状況に応じて様々な仕様がございます。
オーソドックスな形のものから、ランドマークになるような遊び心をプラスしたものま
でございますので、詳しくはお問い合わせください。

スポットライトじゃなくて、面板を光らせたいという方にオス
スメです！お客様のご予算や設置場所の状況に合わせてフレームや
LEDの種類を決めてご提案致します。

お店が遠くからでもわかるようにしたい方にオススメです！
壁面から突き出したように設置するので、道路と直角に取り付け
て歩行者に対して目印にすることが可能です。

窓面を活かして夜間も目立たせたいという方にオススメです！
窓の内側に電飾看板を設置して、表に向けて綺麗にライトアップ
する窓面専用に工夫を凝らした電飾看板を製作できます。

文字の立体にLEDを仕込んで発光させる電飾看板です。カルプ文
字や金属文字だけじゃ物足りないという方にオススメです！バッ
クライト発光、正面発光など、バリエーションも豊富です。

アメリカの劇場や電光掲示板がモチーフとなった照明看板です！
おしゃれでオブジェ的な見た目はイベント等に置くだけで写真映
えすること間違いなしです。

和紙調の幕とLEDライトで作る行灯・提灯のような看板です！
多彩な造形表現が可能です。ノーマルな提灯タイプからインパクト
のあるあんどんオブジェも製作致します。

▼電飾系看板▼電飾系看板
電飾アルミフレーム 袖看板

窓面電飾看板 LEDチャンネル文字

マーキーライト あんどん看板

大きな自立看板だけではなく、店先や駐車場などに立てる自立看板も製作でき
ます。地面に穴を掘り、柱を埋めて設置するので、強風などの影響を受けてもス
タンド看板のように転倒の心配がなく、いちいち出したりしまったりする手間も
省けます。表示面はインクジェットの出力シートだけでなく、カルプなどの切り
文字を使用して文字の部分を立体的にしたり、木材を使用してお好みの雰囲気
に変えることが可能です。スポットライトの仕様や電飾仕様もございますので、
夜間でもバッチリ目立ちます。

電飾看板のすヽめ



イベント看板のすヽめ
店舗や会社の看板だけでなく、イベント等に適している看板についてもお任せください！
人気なトリック3Dアートはもちろんのこと、安定の顔ハメ看板、最新の技術を使用した
ホログラム看板など、遊び心全開でご提案致します！
お家でお子様とも遊べるトリック3Dアートのテンプレート等もご用意しております。

企業イベントや商業施設、お店の受付などマルチな用途で遊び心を追加できるのがトリック3Dアートです。
3Dソフトで見え方をシミュレーションし、どんな立地条件でも最大限対応できるように様々な仕様、素材をご用意しております！
オーダーメイド品からテンプレートのものなど、デザインもご自由にお選びいただけますので、自社だけのフォトスポットを製作できます。

トリック3Dアート以外にも顔ハメ看板やイベントの誘導用のスタンドサイン、オブジェなどフォトスポットに最適な看板を多数取り揃えており
ます。顔ハメ看板は置き型はもちろんのこと移動や設置の手間が少ない手持ちのものを製作が可能です。
イベントにあったオススメの仕様がある場合は上記以外にもご提案させて頂きますので、イベントのトータルコーディネートもバッチリです。

最新のデジタル技術を生かしたホログラム看板を設置して、お店やイベントのアイキャッチに差をつけてみませんか？
LED電飾の看板やトリック3Dアート、フォトスポット看板と合わせてよりインパクトのあるフォトスポットを実現することが可能です。
新しいことがしたい、既存のサインじゃつまらない、飽きがこないようにデザインをいつでも変えたい、そんな方にオススメの看板です。

▼イベント系▼イベント系
トリック3Dアート

顔ハメ看板・フォトスポット

ホログラム看板



社名看板のすヽめ

▼ステンレスサイン▼ステンレスサイン

▼アクリルサイン▼アクリルサイン

会社の顔になる看板を少しでも高級感があってスタイリッシュなものにしたいと思う方にオススメなのが
この「ステンレスサイン」です。

シンプルながらに遊び心が欲しい、壁面も活かせるようなサインが欲しいという方にオススメなのがこ
の「アクリルサイン」です。

ステンレスの切文字サインは壁面から少し浮かして取り付けることで陰影がつき、
一気にサインが華やかになります。ご希望の色に塗装することも可能です。

アクリルでも切文字が可能です。材料の厚みは3ミリ、5ミリ、10ミリ等ございます。
ステンレスに比べて軽い素材でできているので比較的施工がしやすいものです。
シート貼りでイラストを乗せることも可能です。

アクリルに直接印刷を施す「アクリルダイレクト印刷」も取り扱っております。
アクリルの透明感を出しつつ、印刷のグラデーションなどを取り入れたい場合は
この仕様がオススメです。

「エッチング加工」は切り文字では表現できない細い線と、シート加工で心配
になる剥がれが起こらない頑丈なつくりになっております！シンプルだけどア
クセントが欲しい方にオススメです。

鏡面仕上げや象嵌加工など、様々な仕様でのご提案が可能です。
文字を浮かせる切り文字の場合は、文字の太さは最低5ミリ必要になります。

社名や建物名を表示するサインの製作もお任せください！設置する場所や条件にあわせて素材やデザインを
ご提案させていただきます。



■社歴  昭和 48 年 04 月 11 日 設立 

■所在地

〒165-0024 東京都中野区松が丘 2-19-11

■TEL   03-3389-4155(代表) 

■代表者 髙橋芳文

■資本金 1,400 万円

■事業内容  

看板の企画アイデア、デザイン

看板の製作、施工、メンテナンス

交通広告サインボードの製作、施工

興和サイン株式会社
会社概要

■建設業の許可

建設業の許可 許可(般‐21)第 133069 号  鋼構造物工事業、内装

仕上工事業

■屋外広告の届出

 東京都、 神奈川県全域、埼玉県全域、千葉県全域、京都府、京都市

■所属団体

東京屋外広告美術協同組合 、一般社団法人 サインの森 

■有資格者

屋外広告士、広告物点検技士、第2種電気工事士、2級広告美術仕

上げ技能士、高所作業者運転特別教育、JR東日本工事管理者   他
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