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コンセプト

私たちは、クライアントの想いを

オリジナルグッズというカタチにし、

皆様へ届けるお手伝いをしています。

クライアントの声に耳を傾け、

お客様が求めるものを想像し、

売上に貢献できるものづくりを大切にし、

製作だけでなく、その後の販売や売り場づくりの

サポートまでしっかりと行います。

また、「想い出が日常に」をテーマにした

ものづくりを大切にしています。

旅行やスポーツシーン、芸術に触れたとき、

非日常で心に残った想い出や感動を

Tシャツをはじめとする様々なグッズをデザインして、

日常に戻ったときにも使い続けられる、

その時の想いがよみがえる、

そんなデザインをご提案いたします。

フリーダムのものづくり
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仕上がりがきれい

職人が一枚一枚丁寧に手作業でプリ
ントしていくので、高品質で美しく、濃
い色の生地でも発色よく仕上がりま
す。

耐久性が高い

色持ちがよく、耐久性の高いインクを
使っており、洗濯などではがれる心配
も比較的少ないです。

枚数が増えるほどお得

一度作った版は繰り返し利用できる
ので、製造枚数が増えるほど、一枚当
たりのコストが下がります。リピート
のご注文も同じ版で製作が可能です。

シルクスクリーンプリント

　一般的なTシャツプリントの技法で、一色ごとに版を製作し、

一色ずつインクでプリントしていきます。最初に版の制作費が発

生しますが、一度製作した版は何度でも繰り返し利用することが

できるので、枚数が多くなればなるほどコストパフォーマンスが

よくなります。また、インクの種類も豊富で、生地の上にインクを

のせる「ラバープリント」、生地にインクを染み込ませる「染み込

みプリント」、生地の色を抜いてインクを染み込ませる「抜染プリ

ント」など、デザインや生地の色、仕上がりの好みに合わせて選

ぶことができます。

単価 1100円～

30枚～ロット数

7日～納期

ラバー、半ラバー、染み込み、抜染、箔、
フロッキー、ラメ、発砲プリントなど

プリント種類

【オプション】
・オリジナル織ネーム
・オリジナルサイズシール

備考

Tシャツ（シルクスクリーンプリント）
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版代不要

専用のインクジェットプリンターで直
接インクを吹き付けるので、版を作ら
ずにプリントができ、少数の場合も製
作単価を比較的安く抑えられます。

フルカラーで美しく

フルカラーなので、写真のほかにも、
グラデーションなども美しく再現する
ことができます。

プリント箇所がごわつかない

インクを生地に吹き付けるので、プリ
ントした部分がゴワゴワせずに、柔ら
かな肌触りを残したままプリントでき
ます。 

インクジェットプリント

　専用のインクジェットプリンターを使用して、直接生地にイン

クを吹き付けるプリント方法です。版を作る必要がないので、少

ない枚数でも製作できます。また、使用する色の制限がないの

で、写真やカラフルなデザインをプリントしたい場合におすすめ

です。インクが生地に染み込むので、生地の風合いや柔らかい

質感を残した仕上に。濃い色の生地に印刷する際は、白いイン

クの下地を敷いて発色よくプリントすることもできます。

単価 1800円～

10枚～ロット数

7日～納期

【オプション】
・オリジナル織ネーム
・オリジナルサイズシール備考

Tシャツ（インクジェットプリント）



単価 1800円～

10枚～ロット数

7日～納期

【オプション】
・オリジナル織ネーム
・オリジナルサイズシール

備考

カッティングプリント

　専用のラバーシートをカットして、熱と圧力で生地に圧着する

プリント方法です。使用できるカラーは限定されますが、プリン

トがにじまず、エッジをシャープに再現することが可能です。綿

素材だけでなく、ドライ素材や伸縮性のある生地、撥水加工のア

ウターなどにもキレイにプリントすることができます。版を作る

必要がないので、少ない枚数でも製作費用を抑えることができ

ます。名前や番号など一枚一枚デザインが異なるユニフォーム

などに、用いられることが多い加工方法です。

仕上がりがシャープ

インクのプリントと異なり、にじみが
出ないので、デザインのエッジが
シャープに仕上がります。

ユニフォームに最適

ラバーシートをカットして圧着させて
いくので、一枚一枚番号や名前が異
なるデザインをプリントするのに最適
な加工方法です。

綿以外の素材もOK

伸縮性のある素材やドライ素材、撥水
加工が施されたもの、中綿の入ってい
る厚手の生地にもプリントできます。

Tシャツ（カッティングプリント）
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カット&プリント（転写プリント）

　好きなデザインを転写シートへ印刷し、余分な部分を切り取

て、熱と圧力で生地に圧着していくプリント方法です。版を作る

必要がないので、少ないロットから製作することができます。好

みの柄やデザインをフルカラーでプリントすることができるう

え、プリンターで印刷した色や質感がそのまま再現されるので、

濃い色の生地にプリントしても発色よく仕上がります。綿だけで

なく、ポリエステルや撥水性のある素材にもプリントできます。

スポーツウェアなどにもおすすめのプリント方法です。

フルカラー印刷が可能

転写シートに専用のプリンターで印
刷した後に、生地へインクを圧着させ
るので、好きなデザインを鮮やかにプ
リントできます。

生地を選ばない

プリントできる生地が幅広く、ポリエ
ステルや撥水性のある生地、厚手の
生地にもプリントが可能です。

生地の色が限定されない

インクが生地ににじまないので、クリ
アでパキッとした風合いの仕上がり
に。濃い色の生地でも再現性が高い
です。

単価 2000円～
※プリントサイズで異なります

30枚～ロット数

10日～納期

【オプション】
・オリジナル織ネーム
・オリジナルサイズシール備考

Tシャツ（カット＆プリント）
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通気性が良い

鹿の子織のメッシュ素材なので、通気
性がよく、アクティブシーンで活躍し
ます。

きちんと感がある

襟がついているので、カジュアル感が
強くなく、制服としても人気のアイテ
ムです。

カタチもカラーも豊富

複数のメーカーを取り扱っているの
で、ポケット付きやボタンダウンなど、
好みや利用シーンに合わせて選ぶこ
とができます。

ベーシックポロシャツ

　ドライ機能と通気性を兼ね備えたメッシュ素材で暑い時季で

も快適に過ごせる、鹿の子織のポロシャツです。袖のリブや胸ポ

ケットの有無、ボタンダウンの襟元、長袖など、様々なタイプを取

り扱っております。洗濯を繰り返しても型崩れや色落ちがしにく

いのも特徴です。イベントや店舗のユニフォーム、作業着、ス

ポーツウェアとしてなど様々なシーンで活用いただけます。シル

クスクリーンプリント、インクジェットプリント、カット＆プリント、

カッティングプリント、刺繍に対応しております。

単価 1800円～

30枚～ロット数

7日～納期

綿60％、ポリエステル40％素材

シルクスクリーン、インクジェット
カット＆プリント、カッティング、刺繍

加工方法

【オプション】
・オリジナル織ネーム
・オリジナルサイズシール

備考

ベーシックポロシャツ
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クールビズポロシャツ

速乾性に優れている

サラッとしたドライ素材で通気性に優
れており、汗が目立ちにくいです。

加工がしやすい

シンプルなポロシャツなので、加工が
しやすく、ポケットの上にも加工が可
能です。

カタチもカラーも豊富

複数のメーカーを取り扱っているの
で、好みや利用シーンに合わせて選
ぶことができます。

クールビズポロシャツ

　ドライ素材で吸汗速乾性に優れたポロシャツです。サラッとし

た肌触りと軽い着心地で、デイリーでもアクティブシーンで活用

いただけます。通気性が高く、熱を外へ逃がしやすいので快適に

過ごすことができ、イベントや店舗のユニフォーム、作業着、ス

ポーツウェアとしてなど様々なシーンで活用いただけます。袖の

リブや胸ポケットの有無、ボタンダウンの襟元、長袖など、様々な

タイプを取り扱っております。シルクスクリーンプリント、インク

ジェットプリント、カット＆プリント、カッティングプリント、刺繍

に対応しております。

単価 1800円～

30枚～ロット数

7日～納期

ポリエステル100％素材

シルクスクリーン、インクジェット
カット＆プリント、カッティング、刺繍

加工方法

【オプション】
・オリジナル織ネーム
・オリジナルサイズシール

備考
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一年中使えるパイル地素材

タオル地のような吸水性のある素材
なので、一年を通して使いやすいで
す。

冬でも温かい裏起毛

保温性が高く温かいので、寒冷地や
寒い冬に活躍します。

カタチもカラーも豊富

複数のメーカーを取り扱っているの
で、好みや利用シーンに合わせて選
ぶことができます。

スウェット

　シンプルなスウェットは、スッキリとしたシルエットやジェン

ダーレスなサイズ感、ザックリ感のあるものまでお客様の好みに

合わせてご提案します。伸縮性と吸水性のあるパイル地と、保温

性が高くふんわりと温かい裏起毛の2種類があるので、用途や使

うシーンに合わせて選ぶことができます。身頃部分だけではな

く、袖にもプリントが可能です。複数のブランドから好みのシル

エットや生地の厚さなどを選ぶことができます。シルクスクリー

ンプリント、インクジェットプリント、カット＆プリント、カッティン

グプリント、刺繍に対応しております。

単価 2600円～

30枚～ロット数

7日～納期

綿100％素材

シルクスクリーン、インクジェット
カット＆プリント、カッティング、刺繍

加工方法

【オプション】
・オリジナル織ネーム
・オリジナルサイズシール

備考

スウェット
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パーカー

一年中使えるパイル地素材

タオル地のような吸水性のある素材
なので、一年を通して使いやすいで
す。

冬でも温かい裏起毛

保温性が高く温かいので、寒冷地や
寒い冬に活躍します。

カタチもカラーも豊富

複数のメーカーを取り扱っているの
で、好みや利用シーンに合わせて選
ぶことができます。

パーカー

　シンプルなスウェットは、スッキリとしたシルエットやジェン

ダーレスなサイズ感、ザックリ感のあるものまでお客様の好みに

合わせてご提案します。前にジップがついたフルジップタイプと

プルオーバーの2種類です。裏地は伸縮性と吸水性のあるパイ

ル地と、保温性が高くふんわりと温かい裏起毛の2種類があり、

用途や使うシーンに合わせて選ぶことができます。身頃部分だ

けではなく、袖やフードにもプリントが可能です。複数のブラン

ドから好みのシルエットや生地の厚さなどを選ぶことができま

す。シルクスクリーン、インクジェットカット＆プリント、カッティ

ング、刺繍に対応しています。

単価 3100円～

50枚～ロット数

10日～納期

綿100％素材

シルクスクリーン、インクジェット
カット＆プリント、カッティング、刺繍

加工方法

【オプション】
・オリジナル織ネーム
・オリジナルサイズシール

備考
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キャップ 

キャップ

　アメリカンテイストでシンプルな形の定番のキャップは、刺繍

を入れたオリジナルアイテムとして人気の商品です。ブラックや

カーキ、ベージュといったアースカラーのほかにも、ビビッドな

カラーやデニム生地のものなど、多数のブランドを取り揃えてい

ます。アジャスター付きでサイズの調整が可能なので、ユニセッ

クスでもご利用いただけます。

刺繍でカッコよく

キャップに刺繍やワッペンを施すこと
で、おしゃれでカッコイイオリジナル
アイテムに変身します。フロントだけ
でなく、側面にも加工が可能です。

ユニセックスなデザイン

男女問わず人気のアイテムなので、オ
リジナルデザインの刺繍やワッペン
をワンポイントで入れるのがおすす
めです。

アウトドアイベントで人気

野外音楽フェスやスポーツイベント
などの野外イベントなどで特に人気
のアイテムです。

単価 1700円～

10個～ロット数

10日～納期

加工方法 刺繍、ワッペン

【オプション】
・オリジナルブランドタグ
・オリジナルサイズシール

備考
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イベントキャップ

単価 500円～

30枚～ロット数

10日～納期

ポリエステル100％素材

イベントキャップ
　ラッセルメッシュ素材のイベントキャップです。チームやイベ

ント、ユニフォームなどで活用いただいております。フロント部

分にプリントが可能です。後ろはマジックテープがついているの

で、サイズの調整もできます。カラーは19色取り扱いがあります

ので、同デザインで色違いでの製作もオススメです。シルクスク

リーンプリント、インクジェットプリント、カット＆プリント、カッ

ティングプリント、刺繍に対応しております。

単価 500円～

30枚～ロット数

7日～納期

加工方法 刺繍、ワッペン取り付け

素材 アクリル100％

【オプション】
・オリジナルブランドタグ備考

【オプション】
・オリジナルブランドタグ備考

ニットキャップ
　冬に人気のニットキャップ。ワッペンや刺繍、オリジナルのブ

ランドタグなどを取り付けて販売用としてオススメのアイテムで

す。折り返しのないシングルワッチと折り返しがあるダブルワッ

チの2タイプを取り扱いがあります。刺繍とワッペンに対応して

おります。

ニットキャップ

シルクスクリーン、インクジェット
カット＆プリント、カッティング、刺繍

加工方法

シングルワッチ▶

ダブルワッチ▶
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トートバッグ

トートバッグ

　コットン素材のトートバッグです。少し厚みのある生地でしっ

かりとした作りなので、販売用として人気のアイテムです。シルク

スクリーンプリント以外にもプリント方法が選べるので、デザイ

ンや目的に合わせて加工することができます。また、オプション

でオリジナルのブランドタグを取り付けることもできます。定番

のキナリのほかにも、ブラックやネイビーなどのカラーも揃って

います。シルクスクリーンプリント、インクジェットプリント、カッ

ト＆プリント、カッティングプリント、刺繍に対応しております。

ユニセックスで使いやすい

シンプルなトートバッグなので、男女
問わず普段使いしやすいです。

加工がしやすい

綿100％のキャンバス地なので、デザ
インに合わせて好みの加工を選べま
す。

カラーが豊富

キナリやブラック以外にも、レッド、
ターコイズ、ライトピンク、ライムなど
12色のカラーバリエーションがありま
す。※品番によって異なります

単価 600円～

30枚～ロット数

S ：幅30×高さ20×マチ10(㎝)
M：幅36×高さ37×マチ11(㎝)
L ：幅48×高さ40×マチ15(㎝)
※他のサイズもご相談ください

サイズ

7日～納期

シルクスクリーン、インクジェット
カット＆プリント、カッティング、刺繍

加工方法

【オプション】
・オリジナルブランドタグ
・オリジナルサイズシール

備考
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ランチトート

ランチトート

　コットン素材のミニトートバッグです。マチが広いので、

500mlのペットボトルも余裕で入り、お弁当箱も傾かずに入れ

ることができます。持ち手は袋部分と同じキャンバス地ではなく

綿テープを使用しています。シルクスクリーン、インクジェット、

カット＆プリント、カッティング、刺繍に対応しています。

ユニセックスで使いやすい

シンプルなトートバッグなので、男女
問わず普段使いしやすいです。

加工がしやすい

綿100％のキャンバス地なので、デザ
インに合わせて好みの加工を選べま
す。

ちょうどいいサイズ感

お弁当箱とペットボトルがすっぽり入
るサイズで、ちょっとしたお出かけに
も使い勝手の良い大きさです。

単価 550円～

50枚～ロット数

約縦20×横35×底マチ15（㎝）サイズ

10日～納期

シルクスクリーン、インクジェット
カット＆プリント、カッティング、刺繍

加工方法

【オプション】
・オリジナルブランドタグ
・オリジナルサイズシール

備考
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ノベルティトート

ノベルティトート

　薄手のシーチング素材のノベルティトートです。キャンバス地

のトートバッグよりもリーズナブルなので、配布用としてよく利用

されています。展示会やイベントなどで資料を入れて配布した

り、店舗でのショッピングバッグ代わりにしたり、ノベルティ以外

でも活躍します。薄いので折りたたんでもかさばらず、エコバッ

グとしてバッグに入れておけるので、長く使っていただけます。

リーズナブルな価格

キャンバス地のトートに比べて生地
が薄い分、コストがかからないので、
ノベルティや販促物として人気です。

エコで長く使える

ビニール袋の代わりに、資料配布用
や店舗でのお持ち帰り用の袋として
も使いやすいアイテムです。

携帯に便利

薄手で畳んでもかさばらないので、配
布後のリユースを想定したアイテムと
してオススメです。

単価 350円～

100枚～ロット数

幅36×高さ37×マチ11(㎝)
※他のサイズはご相談ください

サイズ

7日～納期

綿100％素材

シルクスクリーン、インクジェット加工方法

【オプション】
・オリジナルブランドタグ
・オリジナルサイズシール

備考
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コットンマルシェバッグ

環境に優しいエコアイテム

無漂白コットンを使用し、環境にも優
しいエコバッグ。レジ袋有料化に伴
い、これからますます需要が高まるア
イテムです。

コーディネートを選ばない形

シンプルな形でどんなコーディネート
にも合わせやすいです。マルシェバッ
グは、大人のお洒落アイテムとしても
人気！

見た目以上に荷物に入る

サイドにマチが入っているので、一見
コンパクトに見えつつも、しっかりと
容量があり、ちょっとしたお買い物や
サブバッグとして大活躍します。

コットンマルシェバッグ

　ちょっとしたお買い物に便利なマルシェ型のバッグ。シンプル

なので、幅広いデザインが楽しめます。日常で使いやすいデザイ

ンを施すことで、街中での利用が増え、 貴社のPR効果を高める

こともできます。薄手で軽く、コンパクトに折りたため、バッグの

中で邪魔にならないのも嬉しいポイント。ちょっとコンビニへお

買い物に行くときや、荷物が増えたときのサブバッグとしてだけ

でなく、バッグインバッ グとしても活躍します。レジ袋有料化に

伴い、 ますます喜ばれるアイテムです。綿100％のシー チング

生地で、キナリには環境保全に役立つと認められた商品につけ

られるエコマークも付いています。

単価 350円～

100枚～ロット数

縦38(持ち手含む55)×横30×マチ10（㎝）
4.7オンス
※他のサイズはご相談ください

サイズ

10日～納期

シルクプリント、インクジェットプリント加工方法

綿100％素材

【オプション】
・織ネーム
・プライスタグ

備考
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かさばらないサイズ感

畳んでポーチに収納すると手のひら
サイズまで小さくなるので、バッグの
中でも邪魔になりません。

豊富なカラーバリエーション

アースカラーから明るいカラーまで、
10色揃っているので、同じデザインで
多色展開するのもオススメです。

マチ付きで大容量

マチが広めなので、コンパクトながら
たっぷりと収納できます。

ナイロンエコバッグ

　収納ポーチ付きのエコバッグ。ポーチにはカラビナがついて

おり、ベルトループやバッグの持ち手への装着も簡単です。ポー

チを使用しない時は、袋の内側にあるループに付けておくことも

できます。ポリエステル製で、強度が高く熱に強いのが特徴。さ

らに、速乾性にも優れており、お手入れも簡単です。普段のお買

い物のほか、登山やキャンプといったアウトドアシーンでも大活

躍します。カラーは10色揃っているので、企業のイメージに合わ

せて選べます。サイズはSサイズとMサイズの2種類があります。

単価 Sサイズ 620円～、Mサイズ 710円～

100個～　※応相談ロット数

30日～納期

ポリエステル素材

シルクスクリーンプリント加工方法

【Sサイズ】
約縦57×横31×横マチ12（cm）
収納時:約縦12×横6（cm）
【Mサイズ】
約縦63×横39×横マチ14（cm）
収納時:約縦14×横7（cm）

サイズ

備考

ナイロンエコバッグ
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たっぷり入る

約20㎝のマチがついているので、物
をたくさん入れることができます。

マチ部分にもデザイン可能

前後の広い面だけでなく、側面にある
マチの部分にもデザインをプリント
できます。

フルオーダーで製作OK

袋のサイズや紐の色など、オリジナル
のバッグをフルオーダーで作ることが
できます。

スーベニアバッグ

　軽くて丈夫なスーベニアバッグ。不織布にラミネート加工が施

されているので、水にも強いのが特徴です。ファスナー付きで口

を閉じられるので、オリジナルのデザインをプリントして、単体で

販売するほかにも、商品の詰め合わせや福袋用の袋としてもオ

ススメ。持ち手は少し長めで肩にかけられるので、持ち運びも便

利です。

単価 300円～

3000枚～ロット数

90日～納期

本体：幅38×マチ20×高さ30（㎝）
持ち手：幅2.5×長さ55（㎝）
※他のサイズもご相談ください 

サイズ

本体：PP不織布＋ラミネート　
持ち手：PP平紐 　素材

スーベニアバッグ

備考
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手ごろな価格

価格が安いので、配布用のノベルティ
としても利用しやすいです。デザイン
を変えてシリーズ化するのもオススメ
です。

デザインを選ばない

シンプルな作りなので、ユニセックス
で利用でき、単色もカラーもどちらも
デザインしやすいアイテムです。

使い勝手の良いサイズ

大きすぎず小さすぎず、小物類を整
理するのにちょうどいいサイズ感なの
で、様々な用途に利用できます。

ポーチ

　キャンバス生地に黒のジップが付いたポーチです。シンプル

な作りで、単色でもカラーでもデザインしやすいです。マチなし

のタイプなので、厚みがなくバッグの中でも邪魔になりません。

サイズはMをサイズ取り扱っております。ステーショナリーやメ

イク道具、カードなどの持ち運びに便利です。ノベルティ用以外

に、水族館やテーマパークでの販売用オリジナルグッズとして人

気のアイテムです。

単価 500円～

100枚～ロット数

M：約20×12 (㎝)サイズ

10日～納期

綿100％素材

シルクスクリーン、インクジェット
カット＆プリント、カッティング、刺繍

加工方法

備考

ポーチ



数が多いとお得

一度製作した版は繰り返し利用可能。
数が増えるほどコストを抑えることが
できます。

滑らかな仕上がり

カップの表面にインクを乗せるので、
表面がフラットに仕上がります。

広い範囲に印刷可能

カップを回転させながらプリントする
ので、比較的広い範囲にデザインを
施せます。

マグカップ(シルクプリント)

　デザイン一色ごとに版を作ってプリントするシルクプリント。

製作する数が多いほど、ひとつあたりのコストを下げられるメ

リットがあります。シルクプリントは滲みが少ないので、きれいな

プリントが可能です。指定できるカラーが豊富にあり、広い範囲

にプリントができるので、デザインの幅が広がります。マグカッ

プの形はストレート型以外にも、テーパード型や大きいサイズ

のものなど、数種類の中から選べます。

単価 700円~

60個ロット数

10日~納期

シルクプリント加工方法

　素材

・ロングタイプ、フレアータイプなど
  別タイプのマグカップもあり
【オプション】
・箱
・オリジナル箱

備考

マグカップ（シルクプリント）
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大量生産にオススメ

同じ版を繰り返し使えるるので、数が
増えるほどコストパフォーマンスが良
くなります。

豊富なカラーバリエーション

色のバリエーションが多いので、企業
カラーなどに近づけられます。下絵と
釉薬の組み合わせでオリジナリティ
あるアイテムに。

撥水加工で個性的に

シルクスクリーンでプリントしたデザ
インに撥水コーティングを施すこと
で、釉薬をはじき凹凸のあるデザイン
に仕上がります。

マグカップ（撥水プリント）

マグカップ(撥水プリント)

　デザインを凸凹で表現できる撥水プリント。撥水剤を混ぜた

下絵の具でデザインをプリントすることで、上からかける釉薬を

はじくき、柄や模様の印刷面がくぼんだ仕上がりになります。プ

リント箇所はマットな質感になり、光の当たり方で陰影が変化す

るので、味わいと温かみあるエンボス調のデザインを楽しめま

す。印刷部分も上からかける釉薬もカラーが豊富なので、色の組

み合わせも自由に製作できます。

単価 ASK

300個～ロット数

2カ月~納期

撥水プリント

　

加工方法

素材

・ロングタイプ、フレアータイプなど
  別タイプのマグカップもあり
【オプション】
・箱
・オリジナル箱製作

備考
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手に馴染みやすい持ち手

ハンドルは、シャープな見た目とは裏
腹に内側が丸みを帯びているので、
手に馴染みやすい

持った時に安定する形状

本体部分は、ハンドルの下からカップ
の底にかけて入る斜めのラインは、
持った時に安定するように考えて、設
計されています。

豊富なカラーバリエーション

落ち着いた色合いで12色展開されて
いるので、企業カラーや客層に合わ
せて選べます。

ブロックマグ（波佐見焼）

　直線的なボディとハンドルが特徴的なマグカップ。50~60年

代のアメリカのカフェで使用されていた大衆食器をイメージし

て作られており、厚みのあるぽってりとしたボディで、どこか懐か

しさを感じられるアイテムです。磁器は、電子レンジや食器洗浄

機での使用も可能で、割れにくく、日常的に気兼ねなく使用でき

ます。ブロックのように、ぴったりとキレイに積み重ねて収納で

きる形も特徴的です。少しくすみがかった色合いが可愛いさも

残しつつ、落ち着いた雰囲気で空間をお洒落に演出してくれま

す。

単価 1950円~

300個～ロット数

90日~納期

　素材

シルクプリント加工方法

ビッグ：φ8.5×H9.5（㎝）/300㏄
※他のサイズもご相談ください

　

サイズ

備考

ブロックマグ
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フラットマグネット

　薄型のマグネットです。フルカラーで細かなデザインもキレイ

にプリントができます。プリント後に上からコーティングしている

ので、プリント部分が剥げてしまう心配もありません。凸凹して

おらず、売場などでも場所を取らずに陳列することができます。

リーズナブルに製作でき、記念品やノベルティなど、配布用とし

てもオススメのアイテムです。

リーズナブル

安く作れるので、販売用はもちろん配
布用としても気軽に製作できます。

邪魔にならない

薄くて凹凸していないので、数が多く
なってもかさばりません。

オリジナルの台紙

オリジナルの台紙製作もオプションで
付られるので、販売用としてオススメ
です。

単価 300円～

300枚～ロット数

縦6.5×横9（㎝）サイズ

20日～納期

【オプション】
・OPP封入
・オリジナル台紙備考

フラットマグネット

紙、マグネット素材
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細かな箇所まで再現可能

時計の文字盤製作などを基盤にした
新彫金技術で、細かいデザインまで
美しく表現できます。

プレミアム感がある

繊細で美しい仕上がりなので、プレミ
アム感も演出でき、ブランディングア
イテムとしてもオススメです。

デザインの幅が広い

伝統的なものだけでなく、トレンド感
のあるデザインを施すことで、オリジ
ナリティを出せます。

彫金マグネット

　鎧兜や日本刀などの装飾に使われていた「彫金」と日本の美

術工芸である「七宝」の2種類の日本の伝統工芸を融合させた

「新彫金」という技法で作るマグネットです。純度99.9%の国産

高純度アルミを使用しており、上品な光沢感が特徴的です。細部

までデザインを再現することができ、繊細で美しい仕上がりにな

ります。古くからの日本の工芸技術が詰まっているので、「MADE 

IN

JAPAN」のお土産工芸品として人気の高いアイテム。ご当地の

お土産品としてだけでなく、ブランドや企業、映画、テーマパーク

などのオリジナルグッズとしてもオススメです。

単価 350円~

▲オリジナル台紙の製作も可能

400個～ロット数

90日~納期

新彫金加工方法

本体：アルミ、磁石素材

φ75（㎜）

【オプション】
・オリジナル台紙
・オリジナルOPP袋

サイズ

備考

彫金マグネット
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単価 500円～

300枚～ロット数

50日～納期

ハンカチ（シルクプリント）

ハンカチ（シルクプリント）
　贈り物としても喜ばれるハンカチはお土産品の定番アイテム

です。織目が粗く透け感の強い、ガーゼのような生地です。耐久

性・吸水性に優れた「コンパス」、薄手でしなやかで透け感のあ

る「ローン」など、デザインの雰囲気などに合わせて生地をご提

案いたします。同じデザインで多色展開すれば、売り場も華やか

になるのでオススメです。

ハンカチ（インクジェットプリント） 
贈り物としても喜ばれるハンカチはお土産品の定番アイテムで

す。織目が粗く透け感の強い、ガーゼのような生地です。耐久性・

吸水性に優れた「コンパス」、薄手でしなやかで透け感のある

「ローン」など、デザインの雰囲気などに合わせて生地をご提案

いたします。プリンターでプリントするので、カラフルなデザイン

にオススメです。

ハンカチ（インクジェットプリント）

単価 500円～

300枚～ロット数

50日～納期

綿100％（コンパス、ローン）素材

シルクスクリーンプリント加工方法

45×45㎝サイズ

備考

綿100％（コンパス、ローン）素材

45×45㎝サイズ

備考



26

バンダナ

単価 500円～

100枚～ロット数

50日～納期

53×53（㎝）サイズ

備考

バンダナ
　ペイズリー柄のイメージが強いバンダナ。今では、ライブ・コ

ンサートグッズ・ノベルティ用として、デザイン性の高いものが

多く登場しています。生地は「コンパス」という綿の平生地で吸

水性がよくサラッとした肌触りです。バンダナは53㎝角サイズが

一般的です。

単価 500円～

300枚～ロット数

50日～納期

加工方法

綿100％（シャンタン）素材

染料

サイズ 40×40（㎝）
※他のサイズもご相談ください

備考

風呂敷
　エコバッグの代わりや贈り物のラッピング、雨除けなど工夫次

第で使い方が無限大の風呂敷。最近、粋なエコアイテムとして注

目を集めています。生地は綿100％の「シャンタン」を使用しま

す。「シャンタン」は、横糸が玉糸になっており、生地の表面に不

規則な横すじが出るのが特徴です。袋状にした風呂敷に商品を

入れて販売するのもオススメです。

風呂敷

染料、インクジェット、シルクプリント加工方法

綿100％（コンパス）素材

NOW PRINTING



今治刺繍タオル

　120年以上もの間、タオル産業が受け継がれてきた今治。その

タオルの聖地で作られる今治タオルは高い吸水性を誇ります。

シャーリング生地のタオルなので、表面が滑らかな質感でツヤ

があり、ビロードのように柔らかくプレミアム感のあるアイテム

です。生地が厚すぎず、刺繍のデザインのがきれいに入れられる

のも特長。また、今治タオルでは珍しく、カラーバリエーションも

豊富で、深みのある濃い色や、華やかな明るい色も取り扱ってい

ます。独自の基準をクリアした商品のみに与えられるロゴが付い

ており、高品質で長く愛用できるアイテムです。

実用的で喜ばれる

実用的でブランド価値が高い今治タ
オルは、お土産として人気なのアイテ
ムです。

16色から選べるカラー

今治タオルでは珍しい深い色合いや
ビビッドカラーがそろっているので、
企業のカラーに合わせて選べるます。

刺繍の仕上がりがキレイ

薄手の生地なので、デザインの再現
性が高く、企業ロゴやオリジナルデザ
インもキレイに入れられます。

単価 ミニ 350円~　フェイス 700円~

300枚～ロット数

ミニタオル:25×25（㎝）
フェイスタオル:34×75（㎝）

サイズ

30日～納期

綿100％素材

刺繍・織タグたたき付け加工方法

【オプション】
・今治タオル専用箱備考

今治刺繍タオル
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マフラータオル 

　スタジアムや音楽イベントなどで定番人気のマフラータオル。

家庭でよく使用されているフェイスタオルよりも細く、1m弱ほど

の長さがあるのが特徴です。加工方法は、写真などもプリントで

きるフルカラープリント、細かいデザインもキレイに再現してく

れるフレームプリント、発色よく仕上がるフルスペースプリント

など、デザインや希望の仕上がりによって選ぶことができます。

イベントで人気

スポーツや屋外イベントなどで、必ず
と言っていいほど見かける人気のアイ
テムです。

プリント方法が多彩

インクジェットプリントやシルクスク
リーンプリントなど、仕上がりの希望
に合わせてプリント方法を選べます。

かさばらない

フェイスタオルよりも細く、コンパクト
に畳めるので、かさばらずに持ち運び
やすいです。

単価 1200円～

20枚～ロット数

縦20×横115（㎝）サイズ

30日～納期

綿100％素材

【オプション】
・オリジナル織ネーム

備考

マフラータオル

フルカラープリント、フレームプリント、
フルスペースプリント加工方法
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ミニタオル

　販売用アイテムとして人気NO.1のミニタオル。ハンドタオル

よりもコンパクトでハンカチ代わりとしても、、小さなお子さんか

ら大人まで幅広く使用されているアイテムのひとつです。バッグ

やポケットに入れても邪魔にならず、日常遣いにぴったりです。

加工方法は、写真などもプリントできるフルカラープリント、細

かいデザインもキレイに再現してくれるフレームプリントと、デ

ザインや希望の仕上がりによって選ぶことができます。

ノベルティにオススメ

他のタオルに比べてもリーズナブル
なので、販売用だけでなくノベルティ
でもご活用いただけます。

プリント方法が多彩

インクジェットやシルクスクリーンな
ど、仕上がりの希望に合わせてプリン
ト方法を選べます。

贈り物に喜ばれる

日常的に利用するアイテムなので、贈
り物としても喜ばれます。

単価 300円～

500枚～ロット数

30日～納期

綿100％素材

25×25（㎝）

【オプション】
・オリジナル織ネーム

備考

ミニタオル

サイズ
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ハンドタオル 

　ハンカチよりも吸水性に優れているので、ハンカチの代用で

使用する人も多いハンドタオル。おしぼりやお手拭きの代わりと

しても使い勝手の良いアイテムです。折り返しのヘムの部分にも

刺繍を施すことができます。加工方法は、写真などもプリントが

できるフルカラープリント、細かいデザインもキレイに再現可能

なフレームプリント、発色よく仕上がるフルスペースプリントな

ど、デザインや希望の仕上がりによって選ぶことができます。

ちょうどいい大きさ

35㎝角で大きすぎず小さすぎず邪魔
にならない大きさで使い勝手が良い
サイズです。

プリント方法が多彩

インクジェットプリントやシルクスク
リーンプリントなど、仕上がりの希望
に合わせてプリント方法を選べます。

贈り物に喜ばれる

コンパクトで吸水性にも優れている
ので、小さなお子さんがいる家庭など
で特に喜ばれます。

単価 400円～

500枚～ロット数

10日～納期

綿100％素材

35×35（㎝）サイズ

【オプション】
・オリジナル織ネーム

備考

ハンドタオル
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フェイスタオル

　家庭でも使用頻度の高いフェイスタオル。生地の厚さは、薄手

のものから極厚まで数種類の中から選ぶことができます。加工

方法は、写真などもプリントできるフルカラープリント、細かい

デザインもキレイに再現してくれるフレームプリント、発色よく

仕上がるフルスペースプリントと、デザインや希望の仕上がりに

よって選ぶことができます。

デザイン範囲が広い

ハンドタオルなどに比べてプリントス
ペースが広いので、いろいろなデザイ
ンができます。

プリント方法が多彩

インクジェットやシルクスクリーンな
ど、仕上がりの希望に合わせてプリン
ト方法を選べます。

厚さが選べる

タオル地の厚さが数種類揃っている
ので、目的や希望の仕上がりに合わ
せて選べます。

20枚～ロット数

30日～納期

綿100％素材

【オプション】
・オリジナル織ネーム

備考

フェイスタオル

約34×84（㎝）サイズ

▲オリジナルの帯の製作もOK

単価 1200円～
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名入れタオル

　タオルの端の部分に1色でプリントする名入れタオル。企業名

などを入れて、年末年始のご挨拶用や販促、ノベルティとしてよ

く使用されているアイテムです。タオル地の色は白、水色、黄色、

ピンク、緑、オレンジの6色から、厚さは薄手から極厚まで5種類

から選ぶことができます。また、オプションでオリジナルの帯も

付けられます。「レトロな雰囲気がオシャレ」と、若い世代からも

人気を集めるアイテムです。

厚さが選べる

薄手から極厚まで5種類のタオル地
が揃っています。薄手の生地なら安く
作れるので、配布用として気軽に製作
できます。

タオル地のカラーが選べる

定番の白以外に5色あるので、企業の
イメージカラーに合わせて選べます。

喜ばれる

タオルは何枚あっても困らないので、
喜ばれるアイテム。ノベルティとして
も人気です。

単価 300円～

100枚～ロット数

縦34×横86（㎝）サイズ

20日～納期

綿100％素材

シルクスクリーンプリント加工方法

【オプション】
・オリジナル帯

備考

名入れタオル
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日本手ぬぐい

日本手ぬぐい
　粋なアイテムとして若い人たちからも注目が集まるてぬぐい。

オリジナルの絵柄や文字を入れて、記念品として喜ばれるアイテ

ムです。「日本てぬぐい」は、大阪府発祥の伝統的な染め技法「注

染」で染められており、布の芯まで糸自体を染めるため、裏表が

なく色鮮やかに染まり、色褪せしにくいのが特徴。全て手作業の

ため、同柄でも微妙に異なり味わいのある仕上がりになります。

プリント手ぬぐい　
　粋なアイテムとして若い人たちからも注目が集まるてぬぐい。

オリジナルの絵柄や文字を入れて、ノベルティや粗品、記念品と

して喜ばれるアイテムです。プリント手ぬぐいは、細かいデザイ

ンが得意です。使用する顔料インクは、生地の上にインクを乗せ

るので、日本手ぬぐいとは異なり裏までインクが浸透せず、裏表

が分かる仕上がりになります。

プリント手ぬぐい

単価 600円～

100枚～ロット数

60日～納期

綿100％素材

90×33～34（㎝）サイズ

備考

単価 800円～

300枚～ロット数

60日～納期

綿100％素材

注染加工方法

横90×縦33～34（㎝）　

顔料加工方法

サイズ

備考
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