
デザインフォーマット一覧 一括ダウンロードはこちらのURLから http://www.nagaide.co.jp/dm/format/all_format.zip
※必要な各アイテムの"リンクURL"をクリックするとフォーマットがダウンロードできます。

カテゴリー アイテム 向き サイズ リンクURL

1 注意事項 データ作成の注意事項 無 A4 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/importantpoints.pdf

2 ロールスクリーンバナー エコロールスクリーンバナー 無 W850×H2000 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/rollscreen_banner_eco.zip

3 ロールスクリーンバナー エコロールスクリーンバナーZERO W1200 無 W1200×H2000 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/rollscreen_banner_zero_w1200.zip

4 ロールスクリーンバナー エコロールスクリーンバナーZERO W600 無 W600×H1800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/rollscreen_banner_zero_w600.zip

5 ロールスクリーンバナー エコロールスクリーンバナーZERO W850 無 W850×2000 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/rollscreen_banner_zero_w850.zip

6 ロールスクリーンバナー ホエールスクリーンバナーW1500 無 W1500×H2000 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/whalerollrollscreen_banner_w1500.zip

7 ロールスクリーンバナー ホエールスクリーンバナーW2000 無 W2000×H2000 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/whalerollrollscreen_banner_w2000.zip

8 ロールスクリーンバナー マグネット式ロールスクリーンバナーW1200 無 W120×H1600-1900 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/rollscreen_banner_mg_w1200.zip

9 ロールスクリーンバナー マグネット式ロールスクリーンバナーW850 無 W850×H1600-1900 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/rollscreen_banner_mg_w850.zip

10 ロールスクリーンバナー ロールスクリーンバナーEX 無 W850×H1550-2000 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/rollscreen_banner_ex.zip

11 ロールスクリーンバナー ロールスクリーンバナーW1200 無 W1200×H1600-2400 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/rollscreen_banner_w1200.zip

12 ロールスクリーンバナー ロールスクリーンバナーW850 無 W850×H1600-2400 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/rollscreen_banner_w850.zip

13 両面のぼり 両面のぼりW450xH1500 無 W450×H1500 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/nobori_450x1500_ryoumen.zip

14 両面のぼり 両面のぼりW450xH1800 無 W450×H1800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/nobori_450x1800_ryoumen.zip

15 両面のぼり 両面のぼりW６００ 無 W600×H1800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/nobori_600x1800_ryoumen.zip

16 マスク ワンポイントマスク 無 約W130×H135mm http://www.nagaide.co.jp/dm/format/one_point_mask.zip

17 マスク メッシュ二層マスク 無 約W110×H350mm http://www.nagaide.co.jp/dm/format/mesh_2sou_mask.zip

18 マスク 国産ストレッチマスクL 無 W181×H146mm http://www.nagaide.co.jp/dm/format/stretch_mask_L.zip

19 マスク 国産ストレッチマスクM 無  W169×H137mm http://www.nagaide.co.jp/dm/format/stretch_mask_M.zip

20 マスク 国産ストレッチマスクS 無 W152×H123mm http://www.nagaide.co.jp/dm/format/stretch_mask_S.zip

21 フラッグ 三角フラッグ 左 W500×H500 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/flag_500x500x700_left.zip

22 フラッグ 三角フラッグ 右 W500×H500 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/flag_500x500x700_right.zip

23 バナースタンド バンブーXバナーL 無 W600×H1600 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/bamboo_xbanner_L.zip

24 バナースタンド バンブーXバナーM 無 W600×H1800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/bamboo_xbanner_M.zip

25 バナースタンド バナーLスタンドW600 無 W600×H2000 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/banner_Lstand_W600.zip

26 バナースタンド バナーLスタンドW900 無 W900×H2000 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/banner_Lstand_W900.zip
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27 バナースタンド エレベーター式Xバナー 無 W600-800×H1600-1800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/elevator_xbanner.zip

28 バナースタンド 注水式Xバナースタンド 無 W600-800×H1600-1800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/Water_injection_xbanner.zip

29 バナースタンド Xバナーエコ大 無 W500-660×H1600 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/xbanner_eco_big.zip

30 バナースタンド Xバナーエコ小 無 W688-800×H1800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/xbanner_eco_S.zip

31 バナースタンド Xバナースタンドオメガ 無 W600-800×H1400-2000 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/xbanner_omega.zip

32 バナースタンド XバナースタンドL 無 W510-650×H1600 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/xbanner_stand_L.zip

33 バナースタンド XバナースタンドM 無 W600-700×H1800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/xbanner_stand_M.zip

34 バナースクリーン バナースクリーンワイド 無 W1480-3140×H1050-2650 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/banner_screen_w.zip

35 バナースクリーン バナースクリーンアルファ 無 W1430-2540×H1075-2590 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/banner_screen_a.zip

36 バナースクリーン バナースクリーン 無 W1580-2540×H1190-2650 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/banner_screen.zip

37 バナースクリーン システムバナースクリーン 無 W2510-3380×H1920-2630 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/system_banner_screen.zip

38 バナー セイルバナーミニ 左 約W710XH1960 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/Sail_banner_mini_left.zip

39 バナー セイルバナーミニ 右 約W710XH1960 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/Sail_banner_mini_right.zip

40 バナー セイルバナー小 左 約W710XH2660 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/Sail_banner_S_left.zip

41 バナー セイルバナー小 右 約W710XH2660 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/Sail_banner_S_right.zip

42 バナー セイルバナー大 左 約W900XH3320 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/Sail_banner_big_left.zip

43 バナー セイルバナー大 右 約W900XH3320 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/Sail_banner_big_right.zip

44 バナー Pバナー小 左 約W670XH1650 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/Pbanner_S_left.zip

45 バナー Pバナー小 右 約W670XH1650 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/Pbanner_S_right.zip

46 バナー Pバナー並 左 約W1000XH200 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/Pbanner_MR_left.zip

47 バナー Pバナー並 右 約W1000XH200 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/Pbanner_MR_right.zip

48 バナー Pバナー中 左 約W1000XH2800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/Pbanner_M_left.zip

49 バナー Pバナー中 右 約W1000XH2800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/Pbanner_M_right.zip

50 バナー Pバナー大 左 約W1250XH3300 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/Pbanner_L_left.zip

51 バナー Pバナー大 右 約W1250XH3300 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/Pbanner_L_right.zip

52 法被 法被 無 着丈800身幅600袖丈300襟60 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/happi.zip

53 のぼり ミニのぼり 左 W100×H300 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/nobori_100x300_left.zip
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54 のぼり ミニのぼり 右 W100×H300 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/nobori_100x300_right.zip

55 のぼり のぼりW700 左 W700×H1800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/nobori_700x1800_left.zip

56 のぼり のぼりW700 右 W700×H1800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/nobori_700x1800_right.zip

57 のぼり のぼりW600 左 W600×H1800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/nobori_600x1800_left.zip

58 のぼり のぼりW600 右 W600×H1800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/nobori_600x1800_right.zip

59 のぼり のぼりW450xH1800 左 W450×H1800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/nobori_450x1800_left.zip

60 のぼり のぼりW450xH1800 右 W450×H1800 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/nobori_450x1800_right.zip

61 のぼり のぼりW450xH1500 左 W450×H1500 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/nobori_450x1500_left.zip

62 のぼり のぼりW450xH1500 右 W450×H1500 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/nobori_450x1500_right.zip

63 のぼり ジャンボのぼり 左 W900×H2700 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/nobori_900x2700_left.zip

64 のぼり ジャンボのぼり 右 W900×H2700 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/nobori_900x2700_right.zip

65 立て看板 捨て看板(ｼﾙｸ/ﾌﾙｶﾗｰ) 無 W380×H1400 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/sutekan.zip

66 立て看板 捨てたらい看 無 W410×H1540/H840 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/sutetaraikan.zip

67 ジャンボバナー ジャンボバナーw2000 無 W2000×H1600-2500 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/jumbo_banner_w2000.zip

68 ジャンボバナー ジャンボバナーw3000 無 W3000×H1600-2500 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/jumbo_banner_w3000.zip

69 ジャンボバナー ジャンボバナーw5000 無 W5000×H1600-2500 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/jumbo_banner_w5000.zip

70 ジャンボバナー ジャンボバナーw6000 無 W6000×H1600-2500 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/jumbo_banner_w6000.zip

71 クロス テーブルクロスタイプ 無 W3200×H1400 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/tablecloth_3200x1400.zip

72 クロス テーブカバータイプ 無 W3200×H1400 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/tablecover_box3200x1400.zip

73 エア看板 エア看板1.5m(マジックテープ) 無 Φ500(W1520)xH1250 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/airblow_sign_1R5m.zip

74 エア看板 エア看板2m(マジックテープ) 無 Φ500(W1520)xH1750 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/airblow_sign_2m.zip

75 エア看板 エア看板3m(マジックテープ) 無 Φ800(W2460)xH2650 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/airblow_sign_3m.zip

76 エア看板 エア看板4m(マジックテープ) 無 Φ800(W2460)xH3650 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/airblow_sign_4m.zip

77 インタビューパネル インタビューパネル 3×3 無 W2265×H2265 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_3x3.zip

78 インタビューパネル インタビューパネル 3×3サイドカバー 無 W２９５５×H2265 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_3x3_side.zip

79 インタビューパネル インタビューパネル 3×4 無 W3005×H2265 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_3x4.zip

80 インタビューパネル インタビューパネル 3×4サイドカバー 無 W3695×H2265 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_3x4_side.zip
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81 インタビューパネル インタビューパネル 3×5 無 W3745×H2265 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_3x5.zip

82 インタビューパネル インタビューパネル 3×5サイドカバー 無 W4435×H2265 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_3x5_side.zip

83 インタビューパネル インタビューパネル 3×6 無 W４４８５×H2265 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_3x6.zip

84 インタビューパネル インタビューパネル 3×6サイドカバー 無 W5175×H2265 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_3x6_side.zip

85 インタビューパネル インタビューパネル 4×3 無 W2265×H3005 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_4x3.zip

86 インタビューパネル インタビューパネル 4×3サイドカバー 無 W２９５５×H3005 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_4x3_side.zip

87 インタビューパネル インタビューパネル 4×4 無 W3005×H3005 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_4x4.zip

88 インタビューパネル インタビューパネル 4×4サイドカバー 無 W3695×H3005 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_4x4_side.zip

89 インタビューパネル インタビューパネル 4×5 無 W3745×H3005 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_4x5.zip

90 インタビューパネル インタビューパネル 4×5サイドカバー 無 W4435×H3005 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_4x5_side.zip

91 インタビューパネル インタビューパネル 4×6 無 W４４８５×H3005 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_4x6.zip

92 インタビューパネル インタビューパネル 4×6サイドカバー 無 W5175×H3005 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/interviewpaneru_4x6_side.zip

93 椅子カバー イスカバーストレート 無 W470×H600 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/chaircover_st470x600.zip

93 椅子カバー イスカバーストレートショート 無 W470×H400 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/chaircover_sts_machi470x400.zip

93 椅子カバー イスカバーレギュラー 無 W470×H600 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/chaircover_r470x600.zip

93 椅子カバー マチ付きイスカバーストレート 無 W470×H600 マチ30 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/chaircover_st_machi470x600.zip

93 椅子カバー マチ付きイスカバーストレートショート 無 W470×H400 マチ30 http://www.nagaide.co.jp/dm/format/chaircover_sts_machi470x400.zip
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