もに残したり、サプライズプレゼントなどにもご利用いだけます。
小物アイテムなどを保管しておくのに便利。大切な宝物を思い出とと
すべてのメッセージボードには、収納が付いています。写真やカード、

すべてのアイテムに小さな収納が付いてます
大切な想いを、心を込めて刻印致します。
オリジナルボードもご用意。
また、真っさらな白木に自由にデザインを施すことができる、
大切な家族として一緒に過ごしてくれたペットの思い出を残せるペットメモリアルボード。
お子様の可愛い写真とお名前を刻めるニューボーンボードとバースデーボード、
結婚式でお客様をお迎えするウエディングウエルカムボード、
屋のインテリアとマッチします。

世界にたった 1 つのオリジナルボードを作成することができます。

天然木のナチュラルな風合いが優しい白木のボードは、様々なお部

あらかじめデザインされたボードに名前や日付、写真などを刻印することができ、

お楽しみください。
いるため、壁にかけることも可能。ご自宅のお好きな場所に飾って

りません。
る仕上がりになります。印刷されたものとは違い、色褪せることがあ
た部分は茶色く焦げて表現されます。また、凹凸があり、高級感のあ
ボードの刻印はレーザー彫刻。熱をかけて印字するため、彫り込まれ

色褪せないレーザー彫刻

ンターやキャビネット、寝室のサイドテーブルやデスクなど、どこ
メッセージボードは、立てて飾ることが可能です。リビングのカウ

好きな場所に飾れます

www.denkmal.jp

ْעغ٭ٍة٭جش㝘撬勎מٝך٭ا٭䔉⯣յ
┾汔 מ ؛סׄדחٛػةٍٜךغ٭ն

でも自立させて置くことができます。また背面にフック穴が付いて
Denkmal Online Shop

厳選されたナチュラルな白木をベースに、レーザーで彫刻した文字や絵柄が刻まれる、

ご利用にあたって

デンクマールの母体は１３３年以上の歴史を持つ家具メーカー。

・画像などのデータはご注文後にメールにてお送りください。

国産にこだわった木製家具一筋で、技術と信用をかたくなまでに守り抜いてまいりま

・キャラクター、ブランド名、ブランドロゴなど著作権・肖像権・商標侵害が発生

した。家具製造での技術力を駆使し、細部にわたる収納部やレーザーの加工にも丁

するもの、公序良俗に反するもの、第三者に誤解を与えるものはお受けできません。

寧かつ迅速に対応しています。

ご注文はこちらから

おしゃれなメッセージボードです。

私たちのこと

（※商標権者に使用許諾を受けている場合は別途ご連絡ください。）お客様に生じ

一つ一つ心をこめてお届けするメッセージボードだからこそ、皆様の笑顔が感じられ

たトラブルなどに対し、弊社では一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

るように、手間や材料に妥協はいたしません。

・画像によっては綺麗に仕上がらない場合があります。必要に応じて弊社でレー

それがデンクマールの誇りなのです。

ザー彫刻に合わせて画像補正を行いますが、彫刻が難しい場合もございます。予
めご了承ください。
・淡い色と細い線は、彫刻されない場合があります。
・天然木を使用しているため、商品ひとつひとつ木目や色合いが異なります。予め
ご了承ください。
・天然木の特徴として、木の持つにおい、木目、節、シミ、ヤニが含まれる場合
があります。また、年月の経過により色合いの変化、材の膨張や縮小、ゆがみな
どが発生することがあります。
・ボックスタイプは壁掛けはできません。スタンドピンも付属しておりません。
・壁掛けでのご利用の際は、落下しないように十分にお気をつけください。

小島工芸株式会社

デンクマール事業部

〒133-004 東京都江戸川区本一色 3-13-3
TEL 03-3652-3191( 代 ) FAX 03-3674-2025
MAIL denkmal@e-kojima.co.jp
営業時間 10:00 〜 18:00 定休日 年中無休 ( 年末年始除く )

Message
Board

メッセージボード

䞯ַ⯣غ٭ٍة٭جشْ׳
䞯ַ庒ֻ等塌茣♕׀

WeddingWelcome Board

ウエディングウエルカムボード

Pet Memorial Board

ペットメモリアルボード

םיֽס־גר

ַײ׀ךױח䗆ַם

お二人のスペシャルな日。
天然木のウエルカムボードが、ブライダルの会場を素敵に演出します。
お二人のお名前と日付が入った世界に 1 つだけのオリジナルボードは、
大切なお客様を心からおもてなしいたします。

大切な大切な家族、ペット。
でも、いつかはお別れの時がきます。
たくさん遊んで、いつも寄り添ってくれたきみ。
そんなペットの思い出をメモリアルボードに残しませんか？
お空の上から見守っていてね。いつまでもきみを忘れないよ。

ؙٜؗ⮂ֽךغ٭ٍّꁸֻ
ともに歩みこれからの誓いを立てる結婚式。
そして大切なお客様を二人がおもてなしする
日でもあります。
最近は結婚式でのウエルカムボードは、定番
アイテム。会場を訪れた方々が最初に目にす
るのが、二人のウエルカムボード。二人らし
さを演出できる、アイテムの 1 つです。

⺪䠀ַ긖䔔ַךױח
一緒に遊んだりお出かけをしたり、たくさん
の思い出を作ってくれたペット。
写真入りのメモリアルボードは、そんな可愛
い姿をいつまでも遺すことができます。
レーザー彫刻で写真とともに、ペットのお名
前と一緒に過ごした日にちも印字。
世界に 1 つだけのオリジナルなメモリアル
ボードです。

䑑ֿ箽ׇגז蔦㴎ך
名前と日付が刻まれた記念のウッドボード。
結婚式の後はご自宅のリビングなどに飾れま
す。天然木の質感は時が経つにつれ、経年変
化で素敵な味わいに。お二人の永遠の宝物と
なるでしょう。

 ױֵֿوؕذסחն
ペットメモリアルボードは 2 つのタイプがあ
ります。1 つはシンプルなボードタイプで、
もう 1 つは蝶番で開く蓋がついたボックスタ
イプ。どちらも自立させて好きな場所に飾る
ことができます。
天然木のナチュラルな風合いがやさしく、ど
んなお部屋にもマッチ。いつも目にする場所
に飾っておけば、これから先もずっと一緒に
いられますね。

 ױֵֿثؕئסחն
ウエディングのウエルカムボードは、2 つの
サイズがあります。
A3 タイプは印字の文字サイズも大きく、会
場でもひときわ引き立つ存在に。イーゼルな
どに飾るとおしゃれです。
A4 タイプは小ぶりなため、受付テーブルの
上などに。狭い会場でも場所をとりません。

Newborn & Birthday

ニューボーン＆バースデーボード

Item List

アイテムリスト

⣌ם־䧯ꩽ꿈יז
ウェディングウェルカムボード

420

297
25

210

25

25

297

220

220

40

ボックス 本型横

25

40

164

25

ボード縦

220
164

ボックス 本型縦

25

220

ボード横
164

ボックス 本型縦

164

220

164

220
164

25

297

ペットメモリアルボード

ボックス 本型横

25

25

297

420

420
25

ニューボーン＆バースデーボード

220

297

A4 縦 -B

210

297

ボード縦

A4 縦 -A

25

┾汔סׄדח┞מ㵁朮

ボード横

A4 横 -B

164

25

A4 横 -A

220

420

「生まれてきてくれてありがとう」の文字が
刻まれたニューボーンボードと、「Happy
Birthday」の文字が入ったバースデーボード。
どちらもレーザーで彫刻された写真とお名
前、そして誕生日が入ります。
お子様の健やかな成長を願った、世界でたっ
た 1 つのオリジナルなボード。天然木の上質
なボードはきっと、ご家族とお子様の宝物に
なります。

A3 縦 -B

210

A3 縦 -A

210

A3 横 -B

297

A3 横 -A

297

生まれてきてくれて、ありがとう。
そんな思いを込めた、ニューボーンボード、バースデーボードです。
天然木に刻まれた写真とお名前は一生の宝物。
初めましての感動と歓びをのこすニューボーンボードと、
1 歳以降のお誕生日にぴったりのバースデーボード。
どちらも素敵なメモリアルになります。

40
164

40

 ױֵֿوؕذסחն
オリジナルボード

297

ハート型

ハウス型

210

25

25

182

※図の赤文字・赤囲いの部分は、内容の変更ができる箇所です。
詳細はサイトをご覧ください。

164

297

182

25

ボックス フタ型
126

A4 縦

126

A4 横
210

ニューボーンボード、バースデーボードは 2
つのタイプがあります。1 つはシンプルな
ボードタイプで、もう 1 つは蝶番で開く蓋が
ついたボックスタイプ。どちらも自立させて
好きな場所に飾ることができます。
天然木のナチュラルな風合いはやさしく、ど
んなお部屋にもマッチ。ご家族の想いととも
に、お子様の成長を見守り続けてくれること
でしょう。

25

220

40

