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「営業戦略や販売戦略を相談出来るパートナーがいない」
「自社だけではデザインや販促のアイデアがマンネリ化してきている」
「他社とは違うワンランク上のデザインが欲しい」

そんな慣れない社内の販促ツールでの
お悩みがございましたら
当社にご相談ください！

当社は貴社の「認知度」「集客」「売上」アップのお手伝いをいたします。

オリジナル消耗品 P.16

ユニフォーム・ヘルメット P.18

オフィス・店舗装飾品 P.21

ノベルティグッズ P.24

売上向上支援サポート P.25

制作事例 P.26

会社案内・入社案内 P.7

ロゴマーク・シンボルマーク P.3

名刺 P.4

企業宣伝ツール P.9

定形封筒 P.14

認知度向上サービス P.13

集客対策

オフィス・店舗装飾品
P.21

会社案内
P.7 ノベルティグッズ

P.24

・チラシ（商品紹介）
・リーフレット（施設紹介）
・パンフレット（宣伝広告）

・二つ折り用カード（特殊名刺）
 等

企業宣伝ツール
P.9

入社案内／社内報 
P.7

ユニフォーム・ヘルメット
P.18

定形封筒
P.14

ロゴマーク・シンボルマーク
P.3 名刺

P.4

ホームページ

オリジナル消耗品
P.16

認知度向上サービス
・WEBマーケティング
・ポスティング
・新聞折込広告
・FAX送信DM

P.13

起業準備

採用•福利厚
生

売上UP!

集客UP!

認知度UP!
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◎上記仕様は一例でございます。 制作内容により金額が異なりますので、お客様のご要望をお聞きして、お見積りいたします。

【ご注意】 
●複雑なデータや画質の粗いものからの作成の場合、金額は変動いたします。ご相談ください。また、トレースが不可能の場合もございます。　
●納品データ形式は、JPG／GIF／PNG／AIになります。●表示価格は全て消費税抜きの金額です。　
●お客様の都合により各プランの修正回数を超える追加修正が発生した場合は、1回の修正ごとに￥5,000（税抜）を別途ご請求させていただきます。

印刷物に最適なデジタルデータに変換、作成するサービスです。

3

ユニホーム 名刺

社名プレート

社章

会社案内

封筒

ロゴマークは企業やブランドのイメージを

印象づける為の重要なものです。

活用範囲も広く、企業の経営理念や

コンセプトをイメージ化出来る

一番身近なアピールツールでもあります。

貴社のイメージをしっかりヒアリングし、

納得して頂けるデザインをご提案いたします。

制作のメリット

■ 企業イメージの統一が図れる

■ 企業のイメージアップが図れる

■ 社章等を通じた、従業員の意識統一

■ バラバラだった資材の統一による
　 間接コストの是正

制作の流れ
企業の理念やコンセプトイメージ等の

ご要望をヒアリング

デザインを2パターンご提出（6営業日目）

決まった方向性でデザイン、カラーパターンご提出

ご納品

●デザイン料￥30,000～（内容によりお見積もりいたします）

お持ち（印刷物）のロゴマークをデータ化します。
ヒアリング以降のデザインの修正は2回まで無料！

制作内容確認の翌日から

▲

3営業日目仕上り見本ご提出

●制作料￥10,000～（内容によりお見積もりいたします）

制作内容確認の翌日から

▲

6営業日目デザインご提出

オリジナルのロゴマークをデザインいたします。
ヒアリング以降のデザインの修正は2回まで無料！（2ヶ月間）

オリジナルロゴマーク制作 アナログロゴマークのデータ化

制作事例（一例）

ロゴマークのデータ化（トレース）作業とは

見本のロゴマークを
トレース（書き写し）して
シャープなラインのデータを

作成します。

印刷物のスキャンデータや
Webの画像を印刷すると、

右の様な
粗い仕上がりになります。

Before

アナログデータ デジタルデータ

After

印刷物に最適な
データになります。

ロゴマーク

【ご注意】●1回のご納品につき、上記印刷代に加え送料700円（税抜）が加算されます。 ●ロゴデザイン制作、ロゴ・地図等のトレース、イラスト作成は別途費用が発生いたします。
●フルオーダーデザインは基本的に2案、デザイン修正は2回までとさせていただきます。 ●オンデマンド印刷となりますので、色校正はございません。●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

◎定形外の名刺、上記以外の用紙、特殊加工や特色（金・銀等）をご希望の場合は、別途お見積りいたします。

￥2,500

￥3,000

100枚1セット（送料700円）表モノクロ／裏モノクロ

￥2,000100枚1セット（送料700円）片面モノクロ

￥2,200100枚1セット（送料700円）片面フルカラー

100枚1セット（送料700円）表フルカラー／裏モノクロ

100枚1セット（送料700円）表フルカラー／裏フルカラー

￥2,800

用紙の種類は下記の9種類からお選びください。

名刺テンプレートからデザインを選ぶ　

フルオーダーデザイン名刺 デザイン料 ¥10,000+印刷費＋送料¥700 ロゴマーク作成・トレースは別途料金です。

今お使いの名刺（アナログ）の再現

既存の当社保管データから本人名刺を増刷／変更なし増刷 印刷代＋送料
既存の当社保管データから本人名刺の増刷／文言の修正 版下調整費¥500＋印刷代＋送料
既存の当社保管データをベースに新規社員様名刺の作成 版下調整費（1名様毎）¥500+印刷代＋送料

印刷可能データ（アドビイラストレーター）有りの場合版下再現料¥1,500+印刷費＋送料¥700
※特殊な書体・複雑なイラスト・ロゴマークなど再現できない場合もございますので、その際はご了承ください。
スキャン画像などからの再現、またはデータ支給の無い場合はフルオーダーデザイン名刺の料金になります。

ロゴマークなどデータをお持ちの場合、印刷可能データかどうかの確認をさせていただきます。

名刺データ保管期間は最終印刷日より1年間

デザイン料 無料
当社既存保管データから名刺を増刷

最小ロット100枚／1セット
定形サイズ：55×91㎜

● 名刺印刷費

少し厚めの用紙　OKマットポスト +￥700（100枚毎）
※マット紙のみご用意しています。ご相談ください。
※通常の名刺よりお時間をいただきます。

さらに用紙を豪華にされたい方にオプションプラン
名刺の角に半径2mmの角丸加工を施します。 
通常の名刺よりも柔らかい雰囲気に仕上がり、
さりげない個性を演出するのにも役立ちます。

角丸加工オプション「ちょい丸」 +￥700

制作内容確認の翌日から 

▲

3営業日目

13：00前に印刷のご了承をいただいた場合 ▲ 翌営業日
13：00以降に印刷のご了承をいただいた場合 ▲ 2営業日目

デザインご提出

ご　納　品　日

HCPアートポスト
名刺としては一般的な厚みと共に、光沢と白さを追求し
たアートポスト系の高級コート紙で、冴えた白さにより写
真などの画像の発色が良好な用紙です。

キャストコート
非常に高い光沢の表面を持ち平滑性に優れた高級
印刷用紙で、キャストコータという特殊な塗工設備で生
産しています。キャスト面は片面のみとなります（裏面は
上質紙）。

レイナR
環境に配慮し再生パルプを配合した両面マットコート
ペーパーです。再生紙でありながら、優雅な色彩感を再
現し発色性に優れ、印刷上がりの美しさは抜群です。
温かさのある肌合いのエコロジーなマットコート紙です。 

ハイブランカR
環境に配慮し再生パルプを使用した両面コートペー
パーです。美しい光沢とソフトな肌合いで鮮明な印刷
効果が期待でき、高級印刷用紙として相応しい印刷
特性を持っています。

クラークケント-F
平滑性に優れ、発色の良さが抜群の本格的印刷再生
紙です。紙の目がありますので裁ち落としのデザインは
おすすめいたしません（バリが出る場合があります）。

クラーク・70-F
白色度70%の再生高級印刷用紙です。クラークケント
より黄色がかっています。紙の目がありますので裁ち落
としのデザインはおすすめいたしません（バリが出る場
合があります）。

モダンクラフト
ややざらつきのある木の色そのままの茶色い未晒しク
ラフト用紙です。 紙の色が茶色で地色の影響を受けま
すので、カラー画像を綺麗に表現するには適しません。
地色を生かして、濃い茶色や、墨色などが効果的です。

ウルトラグロッシーコート
光沢と白さを追求したアートポスト系の高級コート紙を
ベースにコーティング加工※を施しますので、鮮明な印
刷効果とクリアーな光沢効果が相まっての高級感が
特徴です。 

きらきらパールコート
きらきら輝く粉雪がちりばめられたような、柔らかなきらめ
きと上品な美しさが特徴の両面パール加工紙をベース
に、コーティング加工※を施しますので、高級感、更なる
光沢効果が特徴です。 

※コーティング加工について
自然に優しい紫外線硬化タイプのコーティング加工で、
抜群の光沢効果が得られると共に用紙の保護及び耐
摩擦性も向上します。【ご注意】コーティング加工のた
め、ボールペン、鉛筆での記入、捺印には適しません。

写真はイメージです。 納品形体（パッケージ等）は予告なく変更する場合がございます。 予めご了承ください。

名刺デザインテンプレートからお選び頂ければ低コストの名刺作成が可能に。また、現在ご使用中の名刺を

当社にてデータ化し、再現・印刷加工も承ります。もちろん、フルオーダーデザインの名刺制作も承ります。

￥5,000以上お買い上げで
送料無料 ％

10セット以上のご購入で

10 割引
（税抜き）

5,000円以上で、一箇所分の送料無料になります。
分納は個別に送料がかかります。一箇所につき700円。

名刺

（100枚毎）

+印刷費＋送料¥700 （フルカラー→モノクロ変更可能）



名刺名刺

テンプレート定形名刺
01 02 03

04 05 06

07 08 09

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

難波　一
代表取締役社長

namba ha j ime

〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-5-2 内幸町平和ビル15F 
TEL 00-0000-0000　FAX 00-0000-0000
Mobile 000-0000-0000
E-Mail abcd_efgh@number-1.co.jp

www.number -1 .co. jp

難波 一代表取締役社長

namba hajime
000-0000-0000 / 000-0000-0000
abcd_efgh@number-1.co.jp

〒100-0011東京都千代田区内幸町1-5-2内幸町平和ビル15F 
Tel 00-0000-0000　Fax  00-0000-0000

http://www.number-1.co.jp

No.1株式会社

株式会社No.1

株式会社No.1

株式会社No.1株式会社No.1

株式会社No.1

株式会社No.1株式会社No.1

株式会社No.1

株式会社No.1

株式会社No.1

株式会社

No.1

株式会社

No.1

株式会社

No.1

株式会社No.1

株式会社No.1

株式会社No.1

株式会社No.1

株式会社No.1

○○○第00000号 ○○○○○○○○○事業

株式会社No.1

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2 内幸町ビル19階
Tel. 03-5510-8911  Fax. 0120-997-795

株式会社 No.1

代表取締役
hajime nanba
難波 一

32

34 35

33

株式会社No.1

25

株式会社No.1

302928

株式会社No.1

26

株式会社No.1

22 23

株式会社No.1

24

株式会社
No.1

27

株式会社

No.1

31

株式会社No.1

株式会社No.1

37 38

住宅・店舗リノベーション

リフォーム・設計・施工

MORTEX（モールテックス）

デザインコンクリート

モルタル造形

オーダー家具

無垢材加工・銘木販売

製材加工

Works

39

製材加工

住宅・店舗リノベーション
リフォーム・設計・施工
MORTEX（モールテックス）
デザインコンクリート
モルタル造形
オーダー家具

無垢材加工・銘木販売

事業内容

42（裏面）40（裏面） 41（裏面）

住宅・店舗リノベーション／リフォーム・設計・施工／
MORTEX（モールテックス）／デザインコンクリート／モルタル造形／
オーダー家具／無垢材加工・銘木販売／製材加工

memo

事業内容

36

65

株式会社No.1

株式会社No.1
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◎特殊加工や特色（金・銀等）、当社指定のマット紙（ツヤなし）かコート紙（光沢紙）以外の用紙をご希望の場合は、別途お見積りいたします。

【ご注意】●企画内容のご提案、コピーの作成は、別途費用が発生する場合がございます。　●イメージ写真の使用、地図等のトレース、イラスト作成は別途費用が発生する場合がございます。
●デザインは基本的に1～2案、デザイン修正は2回までとさせていただきます。　●色校正は別途費用が発生いたします。　●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

4P

8P

6P

12P

16P

デザイン

￥120,000

￥360,000

￥240,000

￥480,000

印刷

￥18,800

￥62,800

￥50,800

￥70,800

計
（送料1,200円）

￥138,800

￥180,000 ￥40,800 ￥220,800

￥422,800

￥290,800

￥550,800

【例】 A4 フルカラー 500部 制作の流れ
企業の理念やコンセプトイメージ等の

ご要望をヒアリング

企画の方向性のご提出 （約6営業日目）

デザインのご提出 （約6営業日目）

ご納品

【会社案内】A4／片観音6ページ 

【会社案内】A4／8ページ 

【会社案内】A4／三つ折りリーフレット

【会社案内】A4／4ページ 

４ページでは情報が収まらないけれど、8ページにするほどは
情報を要さない場合に適しています。

十分な情報が詰め込められるタイプの会社案内になります。

お手軽なサイズの会社案内になります。
手に取りやすく、カバンにも入りやすい
コンパクトなタイプです。

シンプルなスタイルの会社案内です。

入社案内は貴社のメリット、セールスポイントを新卒学生に訴えるツールです。
わかりやすく、魅力的な会社であることをアピールし、

人材の確保をお手伝いさせていただきます。

【入社案内】A4／8ページ 【入社案内】A4／4ページ 

会社案内は貴社のメリット、セールスポイントをお取引先様に伝える販売促進資料であり、
貴社最大のプレゼンテーションツールです。

当社では、貴社の情報を単にレイアウトするだけではなく、効果的な
「仕事の取れる」会社案内をご提案させていただきます。

会社案内・入社案内

◎上記仕様は一例でございます。 制作内容により金額が異なりますので、お客様のご要望をお聞きして、お見積りいたします。

オプション

●訪問対応※東京23区・大阪市内／訪問可能日のみ
●企画・構成案作成
●コピーライティング

¥10,000～
¥40,000～
1Pあたり¥20,000～

●イラスト作成
●写真撮影※首都圏、一回あたり20カット
●写真修正
●写真合成
●地図制作

1点あたり ¥10,000～ （内容により価格が変わります）
1点あたり ¥50,000～ （内容により価格が変わります）
1点あたり ¥5,000～ （内容により価格が変わります）
1点あたり ¥10,000～ （内容により価格が変わります）
1点あたり ¥9,800～ （内容により価格が変わります） 

企画費 項目別デザイン費
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企業宣伝ツール 企業宣伝ツール

◎特殊加工や特色（金・銀等）は、別途お見積りいたします。　また、当社取り扱い用紙以外をご指定の場合も用紙取り寄せのため、別途お見積りとなります。

【ご注意】●1回のご納品につき、印刷代に加え上記送料が加算されます。　●構成内容のご提案、コピーの作成は、別途費用が発生する場合がございます。　●イメージ写真の使用、地図等のトレース、イラスト作成は
別途費用が発生する場合がございます。　●デザインは基本的に1～2案、デザイン修正は2回までとさせていただきます。　●色校正は別途費用が発生いたします。　●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

ポストカード

最小ロット100部
定形サイズ：148×100㎜

100部  （送料700円）

300部  （送料700円）

500部  （送料700円）

1000部  （送料700円）

構成内容にご了承いただいた翌日から ▲ 3営業日目

印刷のご了承をいただいた翌日から 

▲

4営業日目

デザインご提出

ご　納　品　日

制作内容確認の翌日から

▲

3営業日目構成案ご提出

片面モノクロ

￥6,000

￥8,000

￥7,000

￥9,000

1500部  （送料700円）

2000部（送料1,200円）

￥10,000

￥12,000

片面フルカラー／片面モノクロ

￥9,000

￥12,000

￥11,000

￥13,000

￥14,000

￥16,000

両面フルカラー

￥11,000

￥14,000

￥13,000

￥16,000

￥18,000

￥20,000

◎特殊加工や特色（金・銀等）は、別途お見積りいたします。　また、当社取り扱い用紙以外をご指定の場合も用紙取り寄せのため、別途お見積りとなります。

【ご注意】●1回のご納品につき、印刷代に加え上記送料が加算されます。　●構成内容のご提案、コピーの作成は、別途費用が発生する場合がございます。　●イメージ写真の使用、地図等のトレース、イラスト作成は
別途費用が発生する場合がございます。　●デザインは基本的に1～2案、デザイン修正は2回までとさせていただきます。　●色校正は別途費用が発生いたします。　●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

圧着ハガキ
●デザイン料￥40,000～+印刷費
最小ロット100部
定形サイズ：145×100㎜

100部  （送料700円）

300部  （送料700円）

500部  （送料700円）

1000部  （送料700円）

構成内容にご了承いただいた翌日から ▲ 4営業日目

印刷のご了承をいただいた翌日から 

▲

4営業日目

デザインご提出

ご　納　品　日

制作内容確認の翌日から

▲

4営業日目構成案ご提出

1500部  （送料700円）

2000部（送料1,2000円）

両面フルカラー

￥35,000

￥40,000

￥38,000

￥45,000

￥55,000

￥60,000

◎特殊加工や特色（金・銀等）は、別途お見積りいたします。　また、当社取り扱い用紙以外をご指定の場合も用紙取り寄せのため、別途お見積りとなります。

【ご注意】●1回のご納品につき、印刷代に加え上記送料が加算されます。　●構成内容のご提案、コピーの作成は、別途費用が発生する場合がございます。　●イメージ写真の使用、地図等のトレース、イラスト作成は
別途費用が発生する場合がございます。　●デザインは基本的に1～2案、デザイン修正は2回までとさせていただきます。　●色校正は別途費用が発生いたします。　●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

挨拶状セット（挨拶状・封筒）
●デザイン料￥15,000～+印刷費

●デザイン料￥15,000～+印刷費

最小ロット100部
定形サイズ ：封　筒155×105㎜
 ：Wカード 200×148㎜

100部  （送料700円）

300部  （送料700円）

500部  （送料700円）

1000部  （送料700円）

構成内容にご了承いただいた翌日から ▲ 3営業日目

印刷のご了承をいただいた翌日から 

▲

6営業日目

デザインご提出

ご　納　品　日

制作内容確認の翌日から

▲

2営業日目構成案ご提出

封筒差出名モノクロ
挨拶状中面モノクロ

￥22,000

￥43,500

￥36,000

￥57,000

1500部  （送料700円）

2000部（送料1,200円）

￥76,500

￥93,000

封筒差出名モノクロ
挨拶状中面フルカラー

￥69,000

￥81,000

￥75,000

￥92,000

￥120,000

￥150,000

封筒差出名フルカラー
挨拶状中面フルカラー

￥120,000

￥140,000

￥130,000

￥150,000

￥160,000

￥185,000

●印刷費

●印刷費

●印刷費

1000部  （送料1,700円）

2000部  （送料1,700円）

3000部  （送料1,700円）

片面フルカラー

￥19,000

￥25,000

5000部  （送料1,700円） ￥47,000

￥35,000

◎特殊加工や特色（金・銀等）は、別途お見積りいたします。　また、当社取り扱い用紙以外をご指定の場合も用紙取り寄せのため、別途お見積りとなります。

【ご注意】●1回のご納品につき、印刷代に加え上記送料が加算されます。　●構成内容のご提案、コピーの作成は、別途費用が発生する場合がございます。　●イメージ写真の使用、地図等のトレース、イラスト作成は
別途費用が発生する場合がございます。　●デザインは基本的に1～2案、デザイン修正は2回までとさせていただきます。　●色校正は別途費用が発生いたします。　●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

配布用ポケットティッシュ（8枚入り）
●デザイン料￥20,000～+印刷費
最小ロット1000部
ラベルサイズ：103×73㎜

構成内容にご了承いただいた翌日から ▲ 3営業日目

印刷のご了承をいただいた翌日から 

▲

10営業日目

デザインご提出

ご　納　品　日
●印刷費

50部  （送料700円）

100部  （送料700円）

50×50㎜以内

300部  （送料700円）

200×100㎜以内

500部  （送料700円）

￥25,000

￥29,000

￥36,000

￥47,000

￥37,000

￥59,000

￥128,000

￥210,000

◎特殊加工や特色（金・銀等）は、別途お見積りいたします。　また、当社取り扱い用紙以外をご指定の場合も用紙取り寄せのため、別途お見積りとなります。

【ご注意】●1回のご納品につき、印刷代に加え上記送料が加算されます。　●構成内容のご提案、コピーの作成は、別途費用が発生する場合がございます。　●イメージ写真の使用、地図等のトレース、イラスト作成は
別途費用が発生する場合がございます。　●デザインは基本的に1～2案、デザイン修正は2回までとさせていただきます。　●色校正は別途費用が発生いたします。　●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

ステッカー（50×50㎜以内・200×100㎜以内）
●デザイン料￥20,000～+印刷費
最小ロット50部

構成内容にご了承いただいた翌日から ▲ 3営業日目

印刷のご了承をいただいた翌日から 

▲

6営業日目

デザインご提出

ご　納　品　日
●印刷費

◎ホワイトミラー上質220kg（表面：ミラーコート／裏面：上質紙）でのご対応となります。　◎特殊加工や特色（金・銀等）は、別途お見積りいたします。また、当社
取り扱い用紙以外をご指定の場合も用紙取り寄せのため、別途お見積りとなります。　◎折加工せず展開（広げた）状態での納品となります。

【ご注意】●1回のご納品につき、印刷代に加え上記送料が加算されます。　●構成内容のご提案、コピーの作成は、別途費用が発生する場合がございます。　●イメージ写真の使用、地図等のトレース、イラスト作成は
別途費用が発生する場合がございます。　●デザインは基本的に1～2案、デザイン修正は2回までとさせていただきます。　●色校正は別途費用が発生いたします。　●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

二つ折り用カード（ショップカードサイズ）
●デザイン料￥15,000～+印刷費
最小ロット100部
サイズ：106×85㎜、170×54㎜

500部  （送料700円）

1000部  （送料700円）

構成内容にご了承いただいた翌日から ▲ 3営業日目

印刷のご了承をいただいた翌日から 
▲

5営業日目

デザインご提出

ご　納　品　日

片面モノクロ

￥7,500

￥９,２00

1500部  （送料700円）

2000部（送料1,200円）

￥10,３０0

￥11,500

片面フルカラー／片面モノクロ

￥15,800

￥17,000

￥21,600

￥23,900

両面フルカラー

￥18,000

￥21,600

￥23,900

￥26,000

●印刷費

◎マットコート135kgでのご対応となります。　◎特殊加工や特色（金・銀等）は、別途お見積りいたします。また、当社取り扱い用紙以外をご指定の場合も用紙
取り寄せのため、別途お見積りとなります。　◎折加工せず展開（広げた）状態での納品となります。

【ご注意】●1回のご納品につき、印刷代に加え上記送料が加算されます。　●構成内容のご提案、コピーの作成は、別途費用が発生する場合がございます。　●イメージ写真の使用、地図等のトレース、イラスト作成は
別途費用が発生する場合がございます。　●デザインは基本的に1～2案、デザイン修正は2回までとさせていただきます。　●色校正は別途費用が発生いたします。　●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

二つ折り用カード（定型名刺サイズ）
●デザイン料￥15,000～+印刷費
最小ロット100部
サイズ：110×91㎜、182×55㎜

500部  （送料700円）

1000部  （送料700円）

構成内容にご了承いただいた翌日から ▲ 3営業日目

印刷のご了承をいただいた翌日から 

▲

3営業日目

デザインご提出

ご　納　品　日

片面モノクロ

￥6,500

￥8,000

1500部  （送料700円）

2000部（送料1,200円）

￥9,000

￥10,000

片面フルカラー／片面モノクロ

￥13,800

￥14,800

￥18,800

￥20,800

両面フルカラー

￥15,800

￥18,800

￥20,800

￥22,800

●印刷費

※スジ入れ加工あり

※スジ入れ加工あり



【ご注意】●1回のご納品につき、印刷代に加え上記送料が加算されます。　●ロゴデザイン制作、ロゴ・地図等のトレース、イラスト作成は別途費用が発生する場合がございます。
●デザインは基本的に1～2案、デザイン修正は2回までとさせていただききます。　●色校正はございません。　●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

◎既製以外の封筒、上記以外の用紙、特殊加工（テープ等）や特色（金・銀等）をご希望の場合は、別途お見積りいたします。
◎住所の変更など、細かい修正などは内容により別途お見積もりいたします。◎データの保存期間は1年間になります。

印
刷
可
能
範
囲

1413

お届けものや送付等で必要不可欠な封筒類。オリジナル封筒ならお客様へ与える印象も違います。
低コストでオリジナルデザインをご希望でしたら既製封筒への印刷がおすすめ。

新規デザイン・印刷はもちろん、今、ご使用中の封筒デザインを
反映させたデザインデータ化・印刷も承ります。

235
㎜

初回
レイアウト料
3,000円

+印刷費＋送料¥700
増刷時に修正がなければ
こちらは含まれません。

住所変更など文言修正は¥500～
※ロゴマークの作成・トレースは別途料金です。

120㎜

写真はイメージです。

下記の封筒色からお選びください。

グレー グリーン ピンク アクア プライバシー保護ホワイトケントブルー

中身が透けにくいタイプ

￥4,000

￥8,000

表面モノクロ印刷 表面フルカラー印刷

100部（送料700円）

300部（送料700円）

500部（送料1,200円）

1000部（送料1,700円）

￥6,000

￥12,000

￥3,500

￥6,700

￥4,800

￥11,000

既製 長3封筒 ※テープ加工無し
制作内容確認の翌日から

▲

3営業日目

印刷のご了承をいただいた翌日から 

▲

6営業日目

デザインご提出

ご　納　品　日

最小ロット100部
定形サイズ：120×235㎜
縦・横向き
郵便枠あり・なし

今お使いの封筒（アナログ）の再現

ロゴマークなどデータをお持ちの場合、データを確認させていただきます。
印刷可能データ（アドビイラストレーター）有りの場合版下再現料¥1,000+印刷費＋送料¥700
※特殊な書体・複雑なイラスト・ロゴマークなど再現できない場合もございますので、その際はご了承ください。
スキャン画像などからの再現、またはデータ支給の無い場合は初回レイアウト料の料金になります。

●印刷費FAX送信DM デザイン・送信サービス

A4（1面）デザイン＋5000件送信 ※5000件以上のご対応となります。
（発送リストもご要望の場合は、別途ご相談ください）

￥55,000～
◎表示価格は全て消費税抜きの金額です。
◎上記仕様は一例でございます。 内容により金額が異なりますので、お客様のご要望を
お聞きして、お見積りいたします。リスト抽出は随時ご相談ください。

郵便等の発送より安価に行えるFAX送信DMのデザイン制作から
送信サービスをワンストップで対応いたします。
●対応費用／デザイン・印刷費はP.9を参照+配信料
●配信料

ダイレクトメール・挨拶状 宛名印字・発送代行

ハガキ宛名印字・発送手続き代行 5000件 ※下記金額に郵券代（送料）は含まれません。

￥60,000
◎表示価格は全て消費税抜きの金額です。
◎上記仕様は一例でございます。 内容により金額が異なりますので、お客様のご要望を
お聞きして、お見積りいたします。

ご利用の流れ

各種デザイン・印刷はもちろん発送代行や
新聞の折込広告もワンストップで承ります。

リストの抽出 宛名印字 バーコード印字 仕分け・発送

●代行費用
●各デザイン・印刷費／P.11を参照

ポスティング・新聞折込広告

基本料金(1枚あたり)(軒並配布)

A4 5.5円～/1枚

◎表示価格は全て消費税抜きの金額です。
◎上記仕様は一例でございます。 内容により金額が異なりますので、お客様のご要望をお聞きして、お見積りいたします。

●対応費用／デザイン・印刷費はP.9を参照＋ポスティング費用 ●対応費用／デザイン・印刷費はP.9を参照＋折込費用

新聞購読者の新聞にチラシを折り込む
サービスのため全国手配が可能です。新
聞購読者に中高年が多いため、中高年向
け商品のチラシに効果が期待出来ます。

新聞折込広告とは？

ご希望のエリアにチラシを投函するサー
ビスです。新聞を購読していない世帯に
もチラシが配布されます。
新聞に折り込めない形状のチラシ、冊
子、試供品等も配布出来ます。

ポスティングとは？

●ポスティング費用 ●折込費用

A3

A2 7.5円～/1枚

6.5円～/1枚

基本料金(1枚あたり)

B3 要相談

B4

A4 要相談

要相談

基本ロット数は1万部になります。加工(ホッチキス止め、封筒入れなど)の場合は別途
お見積りいたします。お申込の締め切りは、開始日5日前の15時迄となります。
地域により料金は異なります。

地域、季節によって単価が変動いたしますので、お客様のご要望をお聞きして、
お見積りいたします。
※手配料¥5,000が別途必要になります。

認知度向上サービス 定形封筒





オリジナル消耗品・備品
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ゴム印（社名住所等）
●データ作成料無料+印鑑費+送料

●化粧箱 ●印箱

最小ロット1点
制作内容確認の翌日から

▲

2営業日目

印影のご了承をいただいた翌日から 

▲

3営業日目

デザインご提出

ご　納　品　日

丸印・角印

ケース

●データ作成料無料+印鑑費+送料 印影のご了承をいただいた翌日から 

▲

3営業日目ご　納　品　日

ゴム印のべ板（10×10㎜） ゴム印合わせ判（1行）

￥200 ￥2,2001点（送料500円）

主な書体
株式会社No.1 販促コンシェルジュ ABCDE 0123456789

株式会社No.1 販促コンシェルジュ ABCDE 0123456789

株式会社No.1 販促コンシェルジュ ABCDE  0123456789

明朝

楷書

行書

角ゴシック

丸ゴシック

印材としては最高の材料で、朱肉の乗りも良く綺麗な印影を押せ
ます。とても硬く印材としては孫子の代まで使える程丈夫です。最高の印
影と最高の印材。お手にとって頂ければ、きっとお分かり頂けると思い
ます。種の保存法に基づき、正規ルートで輸入した象牙には政府発
行のシールが付属します。当社で取り扱っている象牙は全て政府に
申請しており、この「政府認定シール」が付きます。

象牙

15㎜

16.5㎜

丸印

￥106,000

※3本セットの時のみサービス ※3本セットの時のみサービス

1個2,500円 1個2,500円

●ＶＩＰケース
1個1,500円

￥114,000

18㎜

21㎜

￥135,200

￥152,000

角印

￥100,000

￥105,000

24㎜ ￥115,000

￥110,000

白水牛

白水牛は飴色の美しい印材で、象牙にはない気品があります。油に
非常に強く、朱肉の侵食がほとんどありません。その美しさもさること
ながら黒水牛と比較すると耐久性でも優れた印材です。使用頻度に
よりますが、長年使っていると磨耗の仕方に差が出ます。印材の価値
でも白水牛の方が高級です。

15㎜

16.5㎜

丸印

￥53,000

￥57,000

18㎜

21㎜

￥68,000

￥75,050

角印

￥58,000

￥58,000

24㎜
￥62,000

漆黒の美しい印材です。油に非常に強く、朱肉の侵食がほとんどありま
せん。耐久性で白水牛より少し劣るものの実用には十分な強度があり、
古い印を再彫刻して使うことも出来ます。一生を通して使える割に
は価格も手頃でコストパフォーマンスの高い印材です。

黒水牛

15㎜

16.5㎜

丸印

￥26,550

￥28,520

18㎜

21㎜

￥34,000

￥38,000

角印

￥29,000

￥29,000

24㎜
￥31,000

柘（つげ）は、古くから印材として用いられる木材です。
植物系の印材としてはもっとも繊維が緻密で、硬度も粘りもあって
印章を作成するのに適しています。キメの細かさや手触り、木目の美
しさなど他の印材にはない、味わい深さがあるため、多くの方が、
柘（つげ）を印鑑に使用されています。

柘植（つげ）

15㎜

16.5㎜

丸印

￥15,000

18㎜

21㎜
￥16,000

角印

￥13,250

￥15,700

24㎜ ￥19,000

￥17,000

◎ 制作内容により金額が異なりますので、お客様のご要望をお聞きして、お見積りいたします。

【ご注意】●文字のトレースや新規ロゴデザインは、別途費用が発生する場合がございます。　●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

◎ 制作内容により金額が異なりますので、お客様のご要望をお聞きして、お見積りいたします。

【ご注意】●1回目の校正に変更が入った場合、変更費用が別途発生致します。　●文字のトレースや新規ロゴデザインは、別途費用が発生する場合がございます。　
●3本セット=実印・銀行印・角印　●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

18

仕上がり見本

主な書体
篆書体
てんしょ

古印体
こいん

1点（送料500円）

1点（送料500円）

1点（送料500円）

1点（送料500円）

※データの変更は別途3,000円発生する場合がございます。

豊富なサイズとカラー、
適度な厚みの生地、 
シンプルで使いやすいシルエット。 
人気NO.1Tシャツです。
 ・ 最小ロット1枚
 ・ カラー：全50色
 ・ サイズ：100～160、
　WS～WL、S　～XXXL
 ・ 素材：5.6Oz 17/1天竺
　綿100％
※杢グレー：綿80％ ポリエステル20％
　アッシュ：綿95％ ポリエステル5％

※写真はイメージです。

定番Tシャツ 人気No. 1

適度な厚みで
使い勝手のよいロングTシャツ。
1枚でもインナーとしても
着回せます。
 ・ 最小ロット1枚
 ・ カラー：全15色
 ・ サイズ：110～XL
 ・ 素材：190g/㎡（5.6Oz）
　17/天竺 綿100％
※杢グレー：綿80％ ポリエステル20％
　ホワイトのみコットンスレッド

ロングTシャツ

●ウェア代：￥1,500～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

汗をかいてもすぐ乾く
メッシュ素材の
ドライポロシャツです。
 ・ 最小ロット1枚　
 ・ カラー：全24色
 ・ サイズ：SS～5L
 ・ 素材：150g/㎡ 
　メッシュポリエス　テル100%

ドライポロシャツのポケット付き

●ウェア代：￥1,500～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

左胸にポケットの付いた
ポロシャツの長袖タイプです。

ベーシックな長袖ポロシャツ

●ウェア代：￥2,300～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

概
算
料
金

¥1,500～
送料

ユニホーム・ヘルメット

●ウェア代：￥950～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

データ作成費
¥5,000～

ウェア代
¥950～

定番Tシャツの場合

 ・ 最小ロット1枚
 ・ カラー：全16色
 ・ サイズ：SS～5L
 ・ 素材：195g/㎡（5.8oz）
　交編鹿の子：綿65％ ポリエステル35％
　リブ：綿60％ ポリエステル40％

版代
¥8,000～
※1年間保管致します。
※10×10cm以内

¥850～
プリント代（1着）

◎写真は全てイメージです。 ◎上記金額は在庫のメーカーの状況により、変動する場合がございます。予めご了承ください。 ◎表示価格は全て消費税抜きの金額
です。 ◎ 制作内容により金額が異なりますので、お客様のご要望をお聞きして、お見積りいたします。 ◎XXL（3L）以上のサイズは、商品によっては金額が高くなる場
合がございます。 ◎ ウェアの大きさに応じてプリントが小さく感じられる場合がございます。  予めご了承ください。  ※印刷版は、ご注文から1年間保存いたします。

●印刷費
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ユニホーム・ヘルメット ユニホーム・ヘルメット

ナンバーワン介護
ナンバーワン建築

ヘルメット

豊富なカラーバリエーション。 

カラージャンパー

●ウェア代：￥4,000～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

 ・ 最小ロット1枚
 ・ カラー：全7色
 ・ サイズ：SS～4L
 ・ 素材：リップストップ 
　ポリエステル100％

秋口から春先まで着られるライトス
ウェット。

ライトスウェット

●ウェア代：￥2,500～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

 ・ 最小ロット1枚
 ・ カラー：全13色
 ・ サイズ：110～XXL
 ・ 素材：285g/㎡（8.4oz） 裏毛 綿
　100% 杢グレー：綿90％ 
　ポリエステル10％

保温性が高く軽量で
速乾性に優れているパーカー。

 ・ 最小ロット1枚
 ・ カラー：全9色
 ・ サイズ：XS～XXL
 ・ 素材：ポリエステル100%

プルオーバーパーカー

シワになりにくいツイル素材のエプロン。

ツイルエプロン

●ウェア代：￥2000～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

 ・ 最小ロット1枚
 ・ カラー：全11色
 ・ サイズ：F
 ・ 素材：ツイル ポリエステル65％
　綿35％

コーディネートしやすい、
チノ素材のエプロン。

チノエプロン

●ウェア代：￥2,500～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

 ・ 最小ロット1枚
 ・ カラー：全12色
 ・ サイズ：F（丈79cm）
 ・ 素材：チノクロス ポリエステル65％
　コットン35％

あらゆるシーンにマッチする右側ポ
ケットがポイントの前掛けエプロン。

ショートエプロン

●ウェア代：￥1,800～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

 ・ 最小ロット1枚
 ・ カラー：全11色
 ・ サイズ：F
 ・ 素材：ツイル ポリエステル65％
　綿35％

ストレッチ素材で動きやすく、
シンプルで充実した
機能が魅力の万能ジャケット。

万能トレーニングジャケット

●ウェア代：￥4,000～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

 ・ 最小ロット1枚
 ・ カラー：全5色
 ・ サイズ：SS～3L
 ・ 素材：ポリエステル100％

株式会社 No. 1

躍動感あふれる
スポーティーなルックス。
繰り返しの洗濯に強い
機能素材を使用。

スポーツジャケット

●ウェア代：￥7,500～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

 ・ 最小ロット1枚
 ・ カラー：全4色
 ・ サイズ：SS～EL
 ・ 素材：ポリエステル90％
　綿10％

Number One

長袖ブルゾン

T/Cソフトバーバリーで吸汗・速乾性
抜群の長袖ブルゾン。

●ウェア代：￥3,500～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

 ・ 最小ロット1枚
 ・ カラー：全3色
 ・ サイズ：M～6L
 ・ 素材：ポリエステル65% 綿35%
　(T/Cソフトバーバリー)

スタイリッシュジャケット

履き心地の良いストレートシルエット
のロングパンツ。

カーゴパンツ

●ウェア代：￥3,500～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

 ・ 最小ロット1枚
 ・ カラー：全3色
 ・ サイズ：S～4L
 ・ 素材：ポリエステル65% 綿35%
　(T/Cソフトバーバリー)

スタイリッシュカーゴパンツ

やや細身! スタイリッシュなシルエットに
機能性を搭載したカーゴパンツ。

●ウェア代：￥5,500～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

 ・ 最小ロット1枚
 ・ カラー：全4色
 ・ サイズ：S～5L
 ・ 素材：綿100％  リップクロス、
　製品洗い加工

概
算
料
金 ヘルメット代

品物によって金額が変わります

データ作成費
¥8,000～ ¥3,000～

プリント代（1個）
¥3,500～
送料版代

¥6,000～
※1年間保管致します。
※4×5cm以内

やや細身！スタイリッシュなシルエットに
機能性を搭載した万能ジャケット。

 ・ 最小ロット1枚
 ・ カラー：全4色
 ・ サイズ： SS～5L
 ・ 素材：綿100％ リップクロス、
　製品洗い加工

●ウェア代：￥7,000～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

●ウェア代：￥3,500～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

写真はイメージです。

◎写真は全てイメージです。 ◎上記金額は在庫のメーカーの状況により、変動する場合がございます。予めご了承ください。 ◎表示価格は全て消費税抜きの金額
です。 ◎ 制作内容により金額が異なりますので、お客様のご要望をお聞きして、お見積りいたします。 ◎XXL（3L）以上のサイズは、商品によっては金額が高くなる場
合がございます。 ◎ ウェアの大きさに応じてプリントが小さく感じられる場合がございます。  予めご了承ください。  ※印刷版は、ご注文から1年間保存いたします。

◎写真は全てイメージです。 ◎上記金額は在庫のメーカーの状況により、変動する場合がございます。予めご了承ください。 ◎表示価格は全て消費税抜きの金額
です。 ◎ 制作内容により金額が異なりますので、お客様のご要望をお聞きして、お見積りいたします。 ◎XXL（3L）以上のサイズは、商品によっては金額が高くなる場
合がございます。 ◎ ウェアの大きさに応じてプリントが小さく感じられる場合がございます。  予めご了承ください。◎ヘルメットはその機能によって料金が異なり
ますので、お客様のご要望をお聞きして、お見積りいたします。ご希望の品番のご指示をお願いいたします。 ※印刷版は、ご注文から1年間保存いたします。 
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写真はイメージです。

店舗やオフィスに掲示するツールは、限られたスペースで効果のあるデザインが要求されます。
当社では、店舗やPOPツールのスペシャリストが、立地やスペースに応じた最適なご提案をいたします。

小ロットのプリント、印刷・加工にもご対応いたしております。

◎当社指定のマット紙（ツヤなし）かコート紙（光沢紙）のみのご対応となります。 上記以外の部数をご希望の場合は、別途お見積りいたします。

【ご注意】●1回のご納品につき、印刷代に加え上記送料が加算されます。　●構成内容のご提案、コピーの作成は、別途費用が発生する場合がございます。　●イメージ写真の使用、地図等のトレース、イラスト作成は別途
費用が発生する場合がございます。　●デザインは基本的に1～2案、デザイン修正は2回までとさせていただきます。　●カラー出力になりますので、色校正はございません。　●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

大判ポスター出力
●デザイン料￥30,000～+印刷費
最小ロット1部

1部
5部
10部

制作内容確認の翌日から

▲

4営業日目

印刷のご了承を頂いた翌日から 

▲

4営業日目

デザインご提出

ご　納　品　日

A2サイズ
￥3,500 （送料1,500円）

￥14,000 （送料2,000円）
￥7,000 （送料1,500円）

B3サイズ
￥3,000 （送料1,500円）

￥15,000 （送料2,000円）
￥7,000 （送料1,500円）

B2サイズ
4000 （送料1,500円）

￥25,000 （送料3,000円）
￥12,970 （送料2,000円）

B1サイズ
￥6,000 （送料1,500円）

￥45,000 （送料5,000円）
￥23,890 （送料3,000円）

B0サイズ
￥9,000 （送料2,000円）

￥70,000 （送料8,000円）
￥34,130 （送料4,000円）

A1サイズ
￥4,500 （送料1,500円）

￥26,000 （送料3,000円）
￥18,000 （送料2,000円）

A0サイズ
￥7,500 （送料2,000円）

￥50,000 （送料8,000円）
￥25,000 （送料4,000円）

1部
5部
10部

◎看板の運搬費用が別途発生いたします。 地域により費用が異なりますので、お見積りいたします。

【ご注意】●文字のトレースや新規ロゴデザインは、別途費用が発生する場合がございます。　●フルカラーのプリント対応となります。
●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

電飾看板
●デザイン料￥30,000～+印刷費
最小ロット1点

制作内容確認の翌日から

▲

5営業日目

お問い合わせ時にご提示いたします。

デザインご提出

ご　納　品　日

フルカラー
サイズ（大）：H1282×W343㎜

￥250,0001点

●印刷費

●制作費

オフィス・店舗装飾品

1枚
5枚
10枚
20枚

制作内容確認の翌日から

▲

4営業日目

印刷のご了承を頂いた翌日から 

▲

7営業日目

デザインご提出

ご　納　品　日

フルカラープリント
￥12,000

￥57,000
￥42,000

￥110,000
30枚 ￥135,000

●お品代に加え別途送料が加算されます。

のぼり用ポール・スタンド

最小ロット1枚
定形サイズ：600×1800㎜

1セット ￥5,000

◎看板の運搬・設置費用が別途発生いたします。 地域や設置場所により費用が異なりますので、お見積りいたします。
◎看板の設置が可能か確認のための事前での現地調査費が必要な場合がございます。

◎看板の設置が可能か確認のための事前での現地調査費が必要な場合がございます。

【ご注意】●文字のトレースや新規ロゴデザインは、別途費用が発生いたします。　●フルカラーのプリント対応となります。

看板

●デザイン料 ¥30,000～+印刷費＋のぼり用ポール・ポールスタンド

制作内容確認の翌日から
▲

5営業日目

お問い合わせ時にご提示いたします。

デザインご提出

ご　納　品　日

◎上記以外のプレートサイズをご希望の場合は、別途お見積りいたします。

【ご注意】●1回のご納品につき、上記送料が加算されます。　●送料は発送場所により異なります。　●文字のトレースや新規ロゴデザインは、別途費用が発生いたします。
●フルカラーは透明シールのプリント対応となります。

◎当社指定の布地のみのご対応となります。 上記以外の部数をご希望の場合は、別途お見積りいたします。

【ご注意】●印刷代に加え別途送料が加算されます。　●構成内容のご提案、コピーの作成は、別途費用が発生する場合がございます。　●イメージ写真の使用、地図等のトレース、イラスト作成は別途費用が
発生する場合がございます。　●デザインは基本的に1～2案、デザイン修正は2回までとさせて頂きます。　●カラー出力になりますので、色校正はございません。　●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

社名プレート

制作内容確認の翌日から

▲

3営業日目

印刷のご了承を頂いた翌日から 

▲

5営業日目

デザインご提出

ご　納　品　日

フルカラープリントのぼり

●デザイン・看板制作費は要お見積りとなります。
  取付現地確認・サイズ・デザインにより変動いたします。

●デザイン・看板制作費は要お見積りとなります。
  取付現地確認・サイズ・デザインにより変動いたします。

最小ロット1シート

最小ロット1シート

オフィス・店舗装飾品

●印刷費

店舗の顔となる看板も
ワンストップでご対応させていただきます。　
店舗の顔となる看板も
ワンストップでご対応させていただきます。　

オフィスの顔や目印となる社名プレートは
素材からデザインまでお選びすることが可能です。
是非、ご相談ください。

オフィスの顔や目印となる社名プレートは
素材からデザインまでお選びすることが可能です。
是非、ご相談ください。

のぼりは店舗の存在、特徴、サービス内容などを一目で分かりやすく伝えられ、
一目で他社との差をアピールできるツールです。
のぼりは店舗の存在、特徴、サービス内容などを一目で分かりやすく伝えられ、
一目で他社との差をアピールできるツールです。
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※価格は相場により変動いたしますのでお問い合わせください。　※表示価格は全て消費税抜きの金額です。

最小ロット100本　日本製 最小ロット 300個　日本製 最小ロット 1000個　日本製 最小ロット100個　日本製

名入れは、多様なテープに対応可能なシ
ルクプリント、多色デザインやグラデー
ション、写真に対応可能な昇華フルカ
ラープリント、高級感を持つレピア織等。
用途・コストに合わせ作成いただけます。

携帯電話やスマートフォン、リモコン他の
置き場として便利なスタンドです。ブラン
ドデザインやキャラクター等を活かして
販売商品として、また記念品やノベル
ティ・プレミアム用アイテムにも最適です。

色再現性の高いシルクプリント、版代不要
のデジタルフルカラープリントで承ります。
さらに、大きい「ビッグクリーナー」、何度で
も貼って剥がせるシールタイプの液晶ク
リーナー「MCステッカー」も大人気です。

フルカラープリント対応で、巾着タイプや
コインケース形状の中に収納したタイプ
等、様々な仕様をご用意しております。
シルクプリント特色タイプ等もございます。

ネックストラップ モバイルスタンドマイクロファイバークロス＆ケースモバイルクリーナー

A2壁掛けカレンダー
最小ロット100冊　サイズ：420×610㎜（A2）
名入れサイズ：380×65㎜以内　名入れ：モノクロプリント
●一冊あたり￥500～

ペーパーリング式卓上カレンダー
最小ロット100冊　サイズ：１８８×１５５×４０㎜
名入れサイズ：１００×１３㎜以内
名入れ：１色（箔押し金or銀）※ベタ、グラデ―ション、アミ不可
●一冊あたり￥450～

名入れフェイスタオル
最小ロット100枚　サイズ：850×340㎜
素材：綿100％ １８０匁　
名入れサイズ：２５０×70㎜以内
名入れ：１色※ベタ、グラデ―ション、アミ不可

3色ボールペン
最小ロット100本　サイズ：（全長）145㎜ （最大径）12㎜φ 
インキ色：3色（黒、青、赤）  ボールペン
名入れサイズ：（モノクロプリント）35×6㎜以内 
 （フルカラープリントプリント）４０×７㎜以内

●本体代：一枚あたり￥400～+版代　
●版代：￥3,500

●フルカラープリント本体代：一本あたり￥350～

●モノクロプリント本体代：一本あたり￥250～

蛍光ツインボールペン パティントシャープペン オリジナルクルミメモ帳
最小ロット100本　サイズ：（全長）145㎜（最大径）12㎜φ
インキ色：黒ボールペン
蛍光ペンインク色：オレンジ・イエロー・ブルー・グリーン
名入れサイズ：（モノクロプリント）50×5㎜以内
　　　　　　（フルカラープリント）40×4㎜以内

最小ロット100本　サイズ：（全長）145㎜（最大径）11㎜φ
名入れサイズ：5×45㎜以内

最小ロット100冊　サイズ：75×105㎜ 50枚綴り
印刷可能範囲：75×105㎜以内

●本体代：一冊あたり￥650～
●フルカラープリント本体代：一本あたり￥350～
●モノクロプリント本体代：一本あたり￥250～

●1色プリント（DIC色）：一本あたり￥250～

SAMPLE

ノベルティグッズ ※価格は都度お見積もりいたします。
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オフィス・店舗装飾品

◎カッティングシートの貼り付けが可能か確認のための事前での現地調査費が必要な場合がございます。

●デザイン料 ¥5,000～ デザイン内容により変動いたします。
●シート費　要お見積もり 取付現地確認・サイズ・デザインにより変動いたします。

制作内容確認の翌日から

▲

3営業日目

印刷のご了承を頂いた翌日から 

▲

3営業日目

デザインご提出

ご　納　品　日

◎上記以外の文字サイズ・文字数、複数色をご希望の場合は、別途お見積りいたします。
◎専門スタッフによるカッティングシートの貼り込みには、別途費用が発生いたします。

【ご注意】●1回のご納品につき、上記送料が加算されます。　●文字のトレースやオリジナル文字のデザインは、別途費用が発生する場合がございます。　
●金や銀等の特殊な色をご希望の場合は、別途お見積りいたします。　●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

カッティングシート

最小ロット1シート

●デザイン料 ¥5,000～ デザインにより変動いたします。
●シート費　要お見積もり 取付現地確認・サイズ・デザインにより変動いたします。
最小ロット1シート

制作内容確認の翌日から

▲

3営業日目

印刷のご了承を頂いた翌日から 

▲

5営業日目　

デザインご提出

ご　納　品　日

◎上記以外のシートサイズをご希望の場合は、別途お見積りいたします。

【ご注意】●1回のご納品につき、上記送料が加算されます。　●文字のトレースや新規ロゴデザインは、別途費用が発生する場合がございます。　●フルカラーのプリント対応となります。
●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

マグネットシート

看板、社名プレート、カッティングシートのご注文の流れ

ご注文 制作内容のヒアリング
取付位置の確認

専門スタッフによる
現地調査 デザイン作成 お取付け作成のご了承

ご注文 制作内容のヒアリング
取付位置の確認

専門スタッフによる
現地調査なし デザイン作成 お取付け作成のご了承

◎専門スタッフが現地調査、設置作業を行う場合別途費用が発生いたします。 
※看板の場合(目安金額) 現地調査費￥25,000～  設置費￥100,000～ 料金は取付方法、取付位置、取付住所等で変動いたしますので、まずはお問い合わせください。
※高所作業の場合、専門の車が必要になります。

専門スタッフが設置作業を行う場合

お客様が設置作業を行う場合

マグネットシートは扉だけではなく、車などに貼り、広告としてもご活用いただけます。マグネットシートは扉だけではなく、車などに貼り、広告としてもご活用いただけます。

オリジナルカッティングシートは店名・業務の内容等をアピールできるツールです。オリジナルカッティングシートは店名・業務の内容等をアピールできるツールです。
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【ご注意】●本サービスはご相談内容全ての改善を約束するものではありません。　●実施には、お客様からの情報提供及び開示等のご協力をお願いさせていただいており、事前に秘密
保持契約（NDA）の締結をさせていただいております。　●遠方の場合、本サービスがご利用いただけない場合がございます。

我が社のNo.1営業戦略室（経営戦略書）

こんなお客様に最適です

■ 営業マンに武器がなく営業に四苦八苦している。

■ 営業しても売れない。効率的に売れる仕組みが欲しい。

■ 自社の商品をどうやって販売したらいいか分からない。 

■ 広告を展開しても反応が薄い。費用対効果が悪い！

ご利用の流れとサービス概要

貴社の営業戦略のスピードを高める
営業ツールの構成案を作成。
社内への戦略の共有度を高めます。

確度の高い営業戦略を行う上でのポイントと、
自社で行うべきアクションプランの
方向性をご提出いたします。

現状分析

営業戦略の
ポイントを可視化

営業ツールの
イメージ化

お客様の企業を取り巻く内部環境（強みと弱み）、
外部環境（機会・脅威）を分析表（ＳＷＯＴ分析）に
マッピングします。

ご説明・ご契約 当サービスのご説明にご納得頂いた上で
お見積兼発注書へのサインを頂戴いたします。

ヒアリング 大まかな経営戦略（経営資源・営業戦略・会計財務等）を
確認させていただきます。（1時間程度）

事業戦略のポイントを分かりやすく可視化して売上ＵＰ！

売上を上げるセオリーを「経営戦略書」というカタチで

Oneパッケージ化。

事業戦略のポイントを分かりやすく可視化して売上ＵＰ！

売上を上げるセオリーを「経営戦略書」というカタチで

Oneパッケージ化。

売上向上支援サポート 制作事例

【 当サービスの対応 】 

〔企画〕
●コンセプト作成

本キャンペーンは2014年から当社が企画～運営をトータルでサポートさせていただいている
コロンビア共和国によるキャンペーンです。コロンビアは世界第2の花の生産大国で、いい夫婦の日に花を贈るという文化を
後押しすることで、花の輸出量を拡大することを目的としています。

キーワード＆キービジュアルの策定を柱に、マスメディアでの話題活性と店頭装飾を両立。
花の国コロンビア 「いい夫婦の日」は「花」を贈ろう。キャンペーン

課題抽出、注力施策、コンセプト作成等を見える化

● 話題性だけでなく、消費者が買っていただける店頭装飾に重点を置いた中身のあるキャンペーンとして位置づけた。
● ターゲットを男性に絞り、プレゼントとしての花の有効性を訴求した。
● コンセプト策定から、タレントキャスティングＰＲイベント、店頭装飾まで一貫して対応。

●プレス向けＰＲイベント

〔実施・運営〕

多くのお客様のマーケティング活動を支える！

キャンペーンロゴ
店頭ポスター

オフィシャルホームページ

報道陣向け記者会見 店頭イベント 店頭装飾
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営業戦略の
ポイントを
可視化

営業ツールの
イメージ化

現状分析






