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ご利用ガイド

事務用品・
事務機器

飲料・食品

日用品

店舗用品・
梱包用品・
作業用品

コピー用紙・
トナー・インク・
電化製品

タニエバー

組み合わせ印

丸印・雅印

小切手印・振り
込み印・角印

印鑑

回転データー印

浸透印

シャイニースタンプ

サンビー

シヤチハタ
ネーム印・ネームペン
シヤチハタ
データーネーム
シヤチハタ
角型・丸型
封筒作成
サービス
名刺・
カード印刷
印刷物
そのまま作成
ヒサゴ
伝票名入れ
ネームプレート・
ルームプレート
フリーレイアウト・
ホワイトボード

名入れ

フリーサイズ印

住所印

一行ゴム印

衛生・介護

ユニフォーム

オーダーメイド

家　具

お見積り依頼書を
0120-40-4006へ
FAXしてください。

P1016の
ご注文書をコピー
してください。

4営業日以内にお見積書を
FAXいたします。
ご注文の場合は、FAXにて
ご返信ください。

FAX返信後
メールにて印刷データを
送付してください。

ご注文の流れ

新規ご注文

防災関連他ノベルティグッズ
粗品・記念品・販促宣伝。特別なノベルティとして最適。 防

災
関
連
他
ノ
ベ
ル
テ
ィ
グ
ッ
ズ

名入れ

マスク

ポケットティッシュ

風呂敷(FUROSHIKI)

マスクケース

※商品代と印刷代の税抜価格となります。
※メーカー直送のため北海道・沖縄県・離島へのお届けは別途送料がかかります。

2000枚

¥124,000（単価¥62）

3000枚

¥174,000（単価¥58）

1000枚

¥75,000（単価¥75）
※商品代と印刷代の税抜価格となります。
※メーカー直送のため北海道・沖縄県・離島へのお届けは別途送料がかかります。

※商品代と印刷代の税抜価格となります。
※メーカー直送のため北海道・沖縄県・離島へのお届けは別途送料がかかります。

風呂敷のサイズと用途
ふくさとして使えるサイズ。
お弁当包み、プチギフトのラッピングに。

中巾

二巾

二四巾

三巾

菓子折り、お重箱などを包むのに適したサイズ。
ワイン包みにもよく使われます。
お重箱（三段重）、一升瓶も包める大きさです。
エコバッグとしてもご利用できます。
一升瓶（2本）、ショルダーバッグに。
使い方次第で用途いろいろの大きさです。

1枚からオリジナルの
ふろしきが作成できます。

全面
フルカラー印刷
OK!

包み方いろいろ形を選ばず使えます。

メロンの皮のように細かいタッ
ク点（布地をつまんだり、寄れ
を作ったりひだをとったり）をつ
くり、ザラザラした風合いの感
を出した変わり織で組織が「変
わり綾（綾織りの一種）」になっ
ているもののことを言います。

メロンアムンゼン生地

●本体サイズ：95×175mm●三層フィルター、3段プリーツ加工●マスク工業会会員（JHPIA会員マーク付）●印刷範囲：
ラベルサイズ95×175mm（コート90kg使用）フィルム既成柄使用（アドポケット付）●印刷色：片面4色●印刷内容：デー
タ入稿（イラストレータ・アウトライン化）●マスク1枚をOP袋入+アドポケット部分ラベル差込加工●注文単位：1,000枚

●抗菌マスクケース●本体サイズ：①200×110mm②205×110mm③108×140mm●印
刷範囲：200mm×110mm●印刷色：4色+白引き●印刷内容：データ入稿（イラストレータ・ア
ウトライン化）●注文単位：100枚

広告ラベルをマスクに封入して広告ラベルをマスクに封入して
アピールできます。アピールできます。

●本体サイズ：約110×80×厚さ10mm●ティッシュ1枚サイズ：約200×195mm（展開時）●印刷範囲：ラ
ベルサイズ74×104mm（コート90kg使用）フィルムCP透明無地使用（アドポケット付）●印刷色：片面4色
●印刷内容：データ入稿（イラストレータ・アウトライン化）●ラベルはフィルム内封入●注文単位：1,000個

データ入稿後、お届けまで

約18営業日
（土日、休日を除く）

データ入稿後、お届けまで

約18営業日
（土日、休日を除く）

100枚 300枚 500枚

①2つ折りタイプ

②3つ折りタイプ

③マスクレスト

¥148,600（単価¥1,486）

¥157,900（単価¥1,579）

¥137,200（単価¥1,372）

¥152,700（単価¥509）

¥165,000（単価¥550）

¥141,600（単価¥472）

¥161,000（単価¥322）

¥179,000（単価¥358）

¥146,500（単価¥293）

※商品代と印刷代の税抜価格となります。
※メーカー直送のため北海道・沖縄県・離島へのお届けは別途送料がかかります。

2000個

¥40,000（単価¥20）

3000個

¥48,000（単価¥16）

1000個

¥31,000（単価¥31）

※商品代と印刷代の税抜価格となります。

100個 300個 500個

①折りたたみトート

②折りたたみ保冷温トート

¥68,000（単価¥680）

¥90,800（単価¥908）

¥153,600（単価¥512）

¥221,400（単価¥738）

¥240,000（単価¥480）

¥354,000（単価¥708）

●材質：ポリエステル●本体サイズ：①約420（持ち手含む620）×380mm②約360×350×
100mm●本体色：ブラック、グレー、ネイビー、オリーブ●パッケージサイズ：①約130×150×
15mm②約130×150×20mm●①2Lペットボトル6本入ります②2Lペットボトル3本入ります。
●印刷範囲：①200×300mm②200×200mm●印刷色：1色●印刷内容：データ入稿（イ
ラストレータ・アウトライン化）●注文単位：100個●テントクロス生地使用

エコバッグ

①

②

③

① ②

10枚 30枚 50枚

中巾（約500×500mm） 

二巾（約700×700mm） 

二四巾（約900×900mm）

三巾（約1050×1050mm）

サイズ

¥19,400（単価¥1,940）

¥25,700（単価¥2,570）

¥31,000（単価¥3,100）

¥38,000（単価¥3,8 00）

¥45,300（単価¥1,510）

¥64,200（単価¥2,140）

¥83,100（単価¥2,770）

¥103,500（単価¥3,450）

¥71,000（単価¥1,420）

¥102,000（単価¥2,040）

¥135,500（単価¥2,710）

¥169,500（単価¥3,390）

●印刷範囲：片面全面フルカラー印刷●印刷内容：データ入稿（ｲﾗｽﾄﾚｰﾀ・ｱｳﾄﾗｲﾝ化）●注文単位：10枚

データ入稿後、お届けまで

約14営業日
（土日、休日を除く）

データ入稿後、お届けまで

約25営業日
（土日、休日を除く）

データ入稿後、お届けまで

約25営業日
（土日、休日を除く）

●名入れ内容により上記販売価格と異なる場合がございます。　●商品品切れの場合は、代替品でのお届けとなり上記販売価格とは異なる場合がございます。
●データ作成の場合は別途費用がかかります。　●納期は状況により変動する場合がございます。ご確認・ご注意!

ネイビー

オリーブ
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ご利用ガイド
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事務用品・
事務機器

飲料・食品

日用品

店舗用品・
梱包用品・
作業用品

コピー用紙・
トナー・インク・
電化製品

組み合わせ印

フリーサイズ印

住所印

丸印・雅印

シヤチハタ
ネーム印・ネームペン

小切手印・振り
込み印・角印

印鑑

回転データー印

シャイニースタンプ

サンビー

浸透印

タニエバー

シヤチハタ
データーネーム
シヤチハタ
角型・丸型
封筒作成
サービス
名刺・

カード印刷
印刷物

そのまま作成
ヒサゴ

伝票名入れ
ネームプレート・
ルームプレート
フリーレイアウト・
ホワイトボード

名入れ

一行ゴム印

衛生・介護

ユニフォーム

オーダーメイド

家　具

300枚

¥120,000（単価¥400）

500枚

¥195,000（単価¥390）

200枚

¥86,200（単価¥431）

100枚

¥49,600（単価¥496）

※商品代と印刷代の税抜価格となります。
※メーカー直送のため北海道・沖縄県・離島へのお届けは別途送料がかかります。
※納期は受注状況により変動いたします。 ※商品代と印刷代の税抜価格となります。 ※商品代と印刷代の税抜価格となります。

●本体サイズ：90×140×12mm●ティッシュサイズ：150×200mm
●素材：不織布●成分：水、エタノール、グリセリン、メンソールエッセンス、
メンソール、カチオゲン、クロルヘキシジングルコン酸塩●入数：20枚●
印刷位置：フタ部分●印刷色：4色●印刷内容：データ入稿（イラストレー
タ・アウトライン化）●注文単位：1,000個

●サイズ：600×900mm●材質：
ポリプロピレン●パッケージサイズ：
255×182×15mm●印刷色：1
色●印刷内容：データ入稿（ｲﾗｽﾄﾚｰ
ﾀ・ｱｳﾄﾗｲﾝ化）●注文単位：100個

●サイズ：約320×355×130mm●容量：満水時6.5L●印
刷色：1色●印刷内容：データ入稿（イラストレータ・アウトライン化）
●注文単位：100個

水の役割、水の確保の手引きなど
役立つ情報をわかりやすく図解！

防災後の避難所での心得や役に立つ
情報をプリントしたレジャーシート。

●名入れサイズ：高さ
20mm×幅50mm以
内●シルク印刷

●名入れサイズ：高さ
12mm×幅60mm以
内●シルク印刷

救急てぬぐい

防災てぬぐい

●材質：ポリエステル100％●印刷範囲：本体サイズ周囲15mm除く●印刷色：片面フルカラー
●OPP袋入り●注文単位：50枚以上10枚単位

2000個

¥216,000（単価¥108）

3000個

¥300,000（単価¥100）

1000個

¥131,000（単価¥131） 300個

¥132,600（単価¥442）

500個

¥202,000（単価¥404）

100個

¥54,700（単価¥547）

300個

¥122,100（単価¥407）

500個

¥188,000（単価¥376）

100個

¥51,700（単価¥517）

データ入稿後、お届けまで

約45～50営業日
（土日、休日を除く） データ入稿後、お届けまで

約25営業日
（土日、休日を除く）

データ入稿後、お届けまで

約25営業日
（土日、休日を除く）

●サイズ：約350×1,000mm●材質：綿100%●OPP袋入り●印刷範囲：高さ12×幅60mm●印刷色：1色
●印刷内容：文字・ロゴマーク●注文単位：100枚

※商品代と印刷代（1カ所）の
税抜価格となります。
※ロゴマークを印刷する場合は
データをお送りください。

※商品代と印刷代の税抜価格となります。
※メーカー直送のため北海道・沖縄県・
離島へのお届けは別途送料がかかります。
※季節商品ですので、品切れの際は
ご注文を承れない場合がございます。

 サイズ

S/約650×480mm

M/約900×650mm

 仕様

ソフトタッチ
ブランケット

 厚手スムース
フリースブランケット

ミニ/約650×480mm

レギュラー/約900×650mm

50枚 80枚

¥132,500（単価¥2,650）

¥211,000（単価¥4,220）

¥125,000（単価¥2,500）

¥211,500（単価¥4,230）

¥143,200（単価¥1,790）

¥232,800（単価¥2,910）

¥136,000（単価¥1,700）

¥232,000（単価¥2,900）

ソフトタッチブランケット 厚手スムースフリースブランケット
起毛があり、フワフワで触り心地が良い生地です。
ベタや細かい文字は不向きです。

名入れしやすいスムース生地とあったかなファーの
ダブルフェイス生地で滑らかで柔らかいです。

●名入れ内容により上記販売価格と異なる場合がございます。 ●商品品切れの場合は、代替品でのお届けとなり上記販売価格とは異なる場合がございます。
●データ作成の場合は別途費用がかかります。 ●納期は状況により変動する場合がございます。ご確認・ご注意!

ご注意ください
ブランケットに多少の歪み等がありますので、周囲
15mmは文字など入れないでください。ソフトタッチ
ブランケットは起毛生地のため、小さい文字や太い
文字が潰れたり、見えなくなることがあります。

●名入れサイズ：高さ12mm×幅60mm以内
名入れ箇所

5年保証 超・防災用ウェットティッシュ 折りたたみウォーターバッグ

救急・防災てぬぐい

ブランケット

役立つレジャーシート

データ入稿後、お届けまで

約30営業日
（土日、休日を除く）

データ入稿後、お届けまで

約25営業日
（土日、休日を除く）


