
（運営 : 松本印刷株式会社）

こんな製品・素材に直接プリントってできる？

この量で作れる？

これぐらいのサイズに刷れるの？

こんなカットってできるの？

カタログに載っている仕様とちょっと違うものを作りたいんだけど？

あなたの“欲しい”にじっくり耳を傾ける一作屋

お気軽にご相談ください。

 info@issakuya.jp

お見積もりやご質問など

0548-34-2033
お問い合わせフォームがございます

お問い合わせはこちら

http://www.issakuya.jp
検 索一作屋

午前 9:00～
午後 5:00

営業時間
平日

相談できる
ネット通販

カタログに掲載以外の
ご要望にも

お応え致します！

小ロット、中ロットの
オーダーメード品を実現します！

オリジナルグッズ 販促ツール

装飾・ディスプレー 贈答品・記念品

営業時間
平日午前 9:00～午後 5:000548-34-2033

お問い合わせフォームがございます

お問い合わせはこちら

http://www.issakuya.jp 検 索一作屋

（運営 : 松本印刷株式会社）
■価格は消費税抜きの価格です。■一部の商品の仕様が変更になる場合がございます。 ■価格は2018年11月現在のものです。 ■予告なく価格が変更になる場合がございます。 2019.6.

オリジナル
グッズ

販促
ツール

装飾
ディスプレー

贈答品
記念品

商品ガイド商品ガイド

I S S A K U Y A

お見積もり致します！
ご相談もお気軽に

どうぞ！
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白インク使用白インク不使用

パネル・ボード
看板
アクリルボード

●サイズ：594×841mm
●材質：透明アクリル5mm
●色：4c+白+透明クリア

●サイズ：594×841mm（自由カット）
●材質：スチレンボード7mm
●色：4c

●サイズ：400×1000mm（自由カット）
●材質：アルミ複合板3mm（シール貼り）
●色：4ｃ ●片面ラミネート ●サイズ：350×700mm（自由カット）

●材質：イージードットステッカー
●色：4ｃ
●フロア用エンボスラミネート(マット)

●サイズ：直径200mm
●材質：ビューフル（自己吸着シート）
●色：4c+白

●サイズ：594×841mm
●材質：イージードットクリアシート
●色：4c

●サイズ：500×500mm
●材質：支給木材
●色：4ｃ+白

アクリルボードの裏側からフルカラーで直接印
刷。CMYK＋白＋透明クリアインクで豊かな表現
が可能です！定番の規格サイズと自由カットをご
用意しております。

美しくて頑丈、かつ低価格な
超定番ボード。展示場やオ
フィス、店舗のPOP、ミュージ
アムの案内板など、様々な用
途にご活用いただけます。

アルミ複合板

アルミ複合板は、ポリエチレンの発泡材をアルミ
板で挟んだボードです。錆びたり腐ったりするこ
とはありませんので、安心して屋外での看板や
サインにご活用ください。

木材（お持ち込み）

木材に鮮やかに美しく印刷
します。白インク使用で鮮明
に印刷し、白インク不使用で
木材独特の風合いのある印
刷に仕上がります。木目を活
かした、デザイン性の高い制
作が可能です。

スチレンボード

壁面装飾各種（アクリル・パネル等）

フロアステッカー

壁・窓・床装飾

楽貼りウインドーステッカー透明ウインドーステッカー

壁・窓
装
飾

パ
ネ
ル・ボ
ー
ド
/
看
板

床面用のステッカーです。
店舗や工場、様々な施設で
の広告・誘導・装飾・サイン
としてのご利用が可能で
す。自由な形にカットができ
ます。剥がした際に糊あと
が残りません。滑りにくく、
耐水・耐摩耗性に優れてい
ます。

1800㎜×900㎜の特大アクリルへフルカラー
ダイレクト印刷。写真もイラストも綺麗に表現し
ます。アクリル以外の各種ボードも対応します。
壁掛け用の穴あけやご希望サイズでのカット、
自由カットもお任せください。ショールームやオ
フィスの装飾としてご活用ください。

サッときれいに貼って剥がせるドット
ステッカーです。粘着剤がドット状に
なっているため、空気抜けが抜群！大
型サイズも簡単に貼れます。

自己吸着性の透明フィルムによるス
テッカーです。糊なしでピタッと貼りつ
き、何度でも貼り直し可能です。
CMYK＋白で、透明感とメリハリの利
いた独自性のある装飾が可能です。

１枚 9,390円［税別］
10枚 20,000円［税別］10枚 12,230円［税別］

１枚 12,470円［税別］
20枚 34,530円［税別］

１枚 14,920円［税別］
10枚 47,720円［税別］

5枚 17,700円［税別］
30枚 71,200円［税別］

１枚 14,490円［税別］
10枚 99,080円［税別］

１枚 14,270円［税別］
10枚 28,250円［税別］

展示会や店舗のPOPとして人気の定番

屋外でも使用できる丈夫なパネル！

木材へ直接フルカラー印刷

白インクと透明クリアインクでフルカラー以上の豊かな表現が可能に！

床面を活用したパワフルな訴求ステッカー

特大サイズのアクリルもお任せ！

屋外へのアピールにもってこいのステッカー ドットで簡単ラク貼りステッカー

【参考価格】

【参考価格】

【参考価格】

【参考価格】

【参考価格】

【参考価格】

ウォールステッカー（大）
画鋲やテープを使用したくないシーン
に最適な、壁に貼れるステッカーで
す。剥がした際に糊あとが残りませ
ん。布地で凹凸のある壁にもなじみま
す。

壁にペタッと簡単装飾

●サイズ：600×800mm（自由カット）
●材質：粘着クロス
●色：4ｃ

9,820円［税別］１枚

１0枚 24,620円［税別］

【参考価格】

【参考価格】

透明クリアインク使用

両面印刷が可能 ドット状の粘着剤ドット状の粘着剤

白インク使用

掲載商品は一例です。ご要望に合わせてお見積もり致します。まずはお問い合わせください。お見積もり致します！ 掲載商品は一例です。ご要望に合わせてお見積もり致します。まずはお問い合わせください。お見積もり致します！
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表面 裏面

【参考価格】

ギヤの
ことなら何でも
ご相談ください

イベントや観光地などを盛り上げます！

マ
グ
ネ
ッ
ト
シ
ー
ト

等
身
大
パ
ネ
ル
　
　 

大
判
ポ
ス
タ
ー

●サイズ：900×1800mm（自由カット）
●材質：スチレンボード7mm
●色：4ｃ
●両面ラミネート加工、紙製スタンド

１個 18,240円［税別］
10個 81,900円［税別］

１個 21,850円［税別］
10個 105,600円［税別］

●サイズ：148×110mm
●材質：普通マグネットシート
●色：4ｃ
●片面ラミネート加工

20枚 14,400円［税別］
100枚 44,330円［税別］

1枚 20,930円［税別］

●サイズ50×80mm（自由カット）
●材質：普通マグネットシート
●色：4ｃ

●サイズ：900×1800mm（自由カット）
●材質：スチレンボード7mm
●色：4ｃ/4ｃ
●両面ラミネート加工、アクリル製スタンド

50枚 11,680円［税別］
200枚 26,350円［税別］

●サイズ：900×1800mm
●材質：強力マグネットシート
●色：4ｃ
●片面ラミネート加工

5枚 14,660円［税別］
20枚 28,960円［税別］

等身大パネル

片面等身大パネル

スチレンボードの片面にフルカラーで直接印刷。店頭 POP、空間ディスプ
レー、結婚式のウエルカムボードと、幅広いシーンでお使いいただけます。
圧倒的な存在感と美しい仕上がりで、見る人を引きつけます。

車両用マグネットシートマグネットフレーム

ノベルティ用マグネットシート

マグネットシート

大判ポスター

１0枚 17,800円［税別］

画鋲がいらないポスター
屋内の凹凸のある壁に貼れる布製のステッカーです。画
鋲やテープを使用したくないシーンなどでのご使用に最
適です。規格サイズと自由カットをご用意しております。

凹凸のある壁にもピタッと貼れます

●サイズ：594×841mm
●材質：粘着クロス
●色：4ｃ

【参考価格】

規格サイズ、自由カットをご用意し
ております。自由カットでインパクト
のある、注目度の高いポスター制
作が可能です。ラミネート加工も可
能ですので、長期展示のポスター
にもご使用いただけます。

大判ポスター

両面等身大パネル
スチレンボードの両面に直接印刷。両面印刷ですから、広い範囲にアピールする
ことが可能です。持ち運びや保管に便利なアクリル製の専用スタンド付きです。

顔出しパネル
遊園地やイベント会場でお馴染みの顔出しパネル。顔出しパネルの周りに人が
集まり、場を盛り上げます。屋外でご使用の場合はアルミ複合板、屋内でご使用
の場合はスチレンボードなど、シーンに合わせて素材を選ぶことができます。

特大マグネットシート

写真やイラストを綺麗に印刷。街頭などの販促
サインとしてご使用いただけます。ラミネート
加工を施しますので、耐久性が高く長期使用が
可能です。自由な形にカットができます。ロー
ルシートですので、特大サイズにも対応出来ま
す。詳細はお問い合わせください。

生活の中でよく使われるマグネットを販促グッズと
して作ってみませんか？自由カットで独自性を、規
格サイズでお手軽に、ノベルティ用マグネットが制
作できます。

車両に使用できる強力マグネットシー
トです。マグネットのパワーに物足り
なさを感じている方におすすめです。
また、ラミネート加工を施しますので、
耐久性が高く長期使用が可能です。
自由カットと規格サイズをご用意して
おります。

写真などを簡単に飾れるマグネットのフォトフレームです。写真を挟んで貼る
だけなのでとっても簡単。手軽に中の写真を入れ替えることができます。

視覚効果絶大の等身大パネル 両面印刷で訴求力も２倍に！

目立つポスターが作りたい！

実用性の高い販促グッズ

写真などを手軽に飾れます 貼るだけで車が販促ツールに！

特大だからとにかく目立ちます！

【参考価格】

【参考価格】

【参考価格】

【参考価格】

●サイズ：200×400mm
●材質：強力マグネットシート
●色：4ｃ ●片面ラミネート加工

【参考価格】

建設現場の防護壁に使用した例建設現場の防護壁に使用した例

掲載商品は一例です。ご要望に合わせてお見積もり致します。まずはお問い合わせください。お見積もり致します！ 掲載商品は一例です。ご要望に合わせてお見積もり致します。まずはお問い合わせください。お見積もり致します！
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【参考価格】

型抜きした状態で
お届け致します

数量・サイズなど
ご希望に合わせて
ご提案します！！
お問合せください

50枚 17,570円［税別］
300枚 54,580円［税別］

●サイズ：148×210mm
●材質：アクリル5mm
●色：4ｃ+白

１個 10,180円［税別］
10個 16,700円［税別］

●サイズ：100×50mm（自由カット）
●材質：アクリル3mm
●色：4ｃ+白

１00個 34,400円［税別］
30個 17,450円［税別］

●サイズ：150×200mm（自由カット）
●材質：アクリル5mm
●色：4ｃ+白+クリア １個 13,150円［税別］

20個 13,680円［税別］
50個 24,330円［税別］

5個 19,690円［税別］
10個 28,820円［税別］

卓上スタンド
POP
アクリルスタンド

CMYK＋白＋透明クリアインクで、写真やグラデーションの印刷も美しく仕上
げます。社名板やアクリルフォトスタンドなどにご活用いただけます。自由カッ
ト、規格サイズをご用意しております。

アクリルフィギュア

人物やイラスト、キャラクターなどのフィ
ギュアを制作します。認知度を高める
ツールとして、受付カウンターや展示会
などでご使用いただけます。

アクリル楯

ご希望の形状にカットし、オリジナルの楯を制作します。白インクで鮮明に、
透明クリアインクでさりげない装飾を施すことができます。デザインは変え
ず、名前などを一部変更する可変印刷も可能です。

紙製メニュータイプスタンド

飲食店などでお馴染みの紙製メ
ニュースタンドです。簡単に制作可
能な規格サイズをご用意しておりま
す。商品メニューとしてだけでなく、
POPなどの販促ツールとしてもご
活用いただけます。

PET製スイングPOP

紙製カタログラック

丈夫なPET製のスイングPOPです。
CMYK＋白で透明素材を活かしたメ
リハリのあるデザイン演出が可能で
す。自由カットと規格サイズをご用意
しております。長期使用のシーンでお
使いいただけます。

環境に優しい紙製のカタログラックで
す。店頭カウンターなどでパンフレット
や申し込み用紙などを設置するシーン
に最適です。

卓
上
ス
タ
ン
ド
/  P
O
P

卓
上
ス
タ
ン
ド
/
P
O
P

サイン・POP・ディスプレー・記念品などに

人物やキャラクターをフィギュアに！

特別な日に高級感のある楯を

超お手軽紙製スタンド

丈夫で長持ちスイングPOP

ちょこっと置いて目立たせたい！

●サイズ：120×120mm（自由カット）
●材質：PET0.2mm
●色：4c+白 ●両面テープ加工

●サイズ：A型POP縦
　組み立て時
　W105mm×H145mm×D75mm
●材質：アートポスト〈167〉
●色：4ｃ 
●ラミネート加工

●A4サイズ（自由カット）
●材質：アストルT〈14〉
●色：4ｃ
●ラミネート加工

【参考価格】

【参考価格】

【参考価格】

1個 14,530円［税別］
5個 41,350円［税別］

スチレンボード製カタログラック

スチレンボード製の組み立て式カタ
ログラックです。全パーツ取り外し可
能で、さらに軽量のため簡単に持ち
運びが可能です。受付やサービスカ
ウンター、展示会場などでご活用い
ただけます。

組み立て式の丈夫な卓上カタログラック

●A4サイズ2段
●材質：スチレンボード7mm
●色：4ｃ
●ラミネート加工

【参考価格】【参考価格】

20個 21,980円［税別］
100個 64,480円［税別］

スチレンボード製スタンド

スチレンボードに直接印刷。綺麗で丈
夫に、低価格で仕上がります。さらに、
PP加工を施すことによって耐久性が
高まります。自由カットと規格サイズを
ご用意しております。

美しく頑丈で目を引く卓上POP

●サイズ：210×297mm（自由カット）
●材質：スチレンボード7mm
●色：4c
●ラミネート加工
●紙製スタンド

【参考価格】
【参考価格】

写真を印刷してフォトスタンドに

スマホスタンド

スマートフォン用のアクリルスタンドです。
背の部分は自由な形にカットができます。
充電コードに配慮した形状になっているた
め、スマートフォンを置いたまま充電するこ
とが可能です。

アクリル製の便利なスマホスタンドが登場！

50個 24,400円［税別］
100個 43,500円［税別］

●サイズ：75×170mm（自由カット）
●材質：アクリル3mm
●色：4ｃ+白

【参考価格】

四角錐POP

A型POP

四角柱POP

写真もきれいに印刷

一作屋のアクリル印刷なら

ご希望の形にカット

直接フルカラー印刷 白・透明インクもOK

素材の透明感を活かした表現が可能！

自由カット

オリジナル性が
グーンとアップ！

掲載商品は一例です。ご要望に合わせてお見積もり致します。まずはお問い合わせください。お見積もり致します！ 掲載商品は一例です。ご要望に合わせてお見積もり致します。まずはお問い合わせください。お見積もり致します！
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グ
ッ
ズ

グ
ッ
ズ

●サイズ：105×148mm
●材質：粘着クロス
●色：4ｃ
●ハーフカット仕上げ

30個 17,450円［税別］
100個 34,400円［税別］

１00枚 17,180円［税別］
300枚 31,180円［税別］

グッズ

アクリルフィギュア

人物やイラスト、キャラクターなどのアクリル製平面フィギュアを制作しま
す。お好きな形に自由にカットすることができ、CMYK＋白＋透明クリアイン
クで、表現豊かなデザイン制作が可能です。ノベルティグッズとして、販売
グッズとしてご活用いただけます。

透明アクリルへフルカラーダイレクト印刷。写
真もイラストも綺麗に表現します。ご希望の
形にカットしたアクリルキーホルダーを制作し
ます。小ロットから5千個、1万個などの大量
ロットもお任せください。

スマホスタンド
スマートフォン用のアクリルスタンドです。背の部分は自由な形にカットがで
きます。充電コードに配慮した形状になっているため、スマートフォンを置い
たまま充電することが可能です。

アクリルキーホルダー

ウォールステッカー（小）

画鋲やテープを使用したくないシーンに最適
な、壁に貼れるステッカーです。剥がした際に
糊あとが残りません。布地で凹凸のある壁に
もなじみます。壁やスイッチ周りを楽しくお洒
落に装飾していただけます。等身大ほどの大
型サイズも制作可能です。

自分だけのスマホケース
だって作れます。好きな写
真やイラストを使って世界
にひとつだけのオリジナル
デザインを。

※ケースの素材によっては印刷
に適さない場合もあります。

コースター

コースターに直接印刷します。紙製、アク
リル製、コルク製をご用意しております。
CMYK＋白＋透明クリアインクで、メリハ
リのある印刷、風合いのある印刷が表現
できます。

「イベント用に50枚だけ欲しい」な
どの小ロット制作を実現します。販
促ツールや販売グッズ、記念品とし
てご使用いただけます。

お持ち込みいただいた
グッズに印刷します。フル
カラーで写真やイラスト
なども綺麗に印刷します。

小ロットカラークリアファイル

PET製の透明名刺です。透明素材とCMYK＋白＋透明クリア
インクで、名刺デザインの幅が広がります。個性的な名刺を
ご希望の方におすすめです。

オリジナルグッズの定番商品

壁にペタッと簡単装飾 コースターに様々な表情を

１枚からご注文いただけます

人物やキャラクターをフィギュアに！

50個 24,400円［税別］
100個 43,500円［税別］

200個 28,280円［税別］

100枚 17,250円［税別］

●サイズ：90×50mm（自由カット）
●材質：アクリル3mm
●色：4ｃ+白

イラストでも写真でも綺麗に印刷します。サイズやスタンドなどご要望に合
わせてご提案いたします。予約特典やキャンペーンのプレミアムとしてご活
用いただけます。

●A4タイプ
●材質：再生PET0.2mm
●色：4ｃ
●地色　表/白・裏/透明

●サイズ：70×30mm
●材質：ＡＢＳ（支給品）
●色：4ｃ

【参考価格】
●サイズ：75×170mm（自由カット）
●材質：アクリル3mm
●色：4ｃ+白

【参考価格】 【参考価格】

【参考価格】

【参考価格】

アクリル製の便利なスマホスタンド

掲載商品は一例です。ご要望に合わせてお見積もり致します。まずはお問い合わせください。お見積もり致します！ 掲載商品は一例です。ご要望に合わせてお見積もり致します。まずはお問い合わせください。お見積もり致します！

スマホケース
スマホケースをオリジナルで

お持ち込みプリント
平面印刷から立体印刷まで

アクリルスタンド
プレミアムグッズなどに

透明名刺・ID証
個性的な名刺にしたい！

スクールマネージャー

平 石くるみひ ら

「努力は決してひとを裏切らない」

好きな言葉

い し

進学予備校 未来教育舎〒421-0205
静岡県焼津市宗高960-1大井川本部事務局TEL（054）622-0221〈代〉FAX（054）622-1101http://www.m-kyoiku.co.jp

「教 育 は 財 産 で す 。」

スクールマネ
ージャー

山 口 　慎 一
や ま

「精神一到何
事か成らざら

ん」好きな言葉

ぐ ち し ん い ち

進学予備校 未来
教育舎

〒421-0205

静岡県焼津市
宗高960-1

大井川本部事
務局

TEL（054）6
22-0221〈代

〉

FAX（054）6
22-1101

http://www.
m-kyoiku.co

.jp

「教 育 は 財 産 で す 。」

江戸浮世絵美術館EDO UKIYOE MUSEUM OF ART

YUI/The Fifty-three Stages of the Tokaido by Hiroshige Utagawa.

東
海
道
五
十
三
次

歌
川
広
重

由
比
宿

江戸浮世絵美術館
EDO UKIYOE MUSEUM OF ART

SANJO OHASHI/The Fifty-three Stages of the Tokaido by Hiroshige Utagawa.

東
海
道
五
十
三
次

歌
川
広
重

三
条
大
橋
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ス
テ
ッ
カ
ー
/
シ
ー
ル

ス
テ
ッ
カ
ー
/
シ
ー
ル

●サイズ：70×200mm（自由カット）
●材質：白塩ビ
●色：4ｃ
●ラミネート加工　断裁仕上げ

１00枚 23,690円［税別］
200枚 33,730円［税別］

●サイズ：直径90mm
●材質：白塩ビ
●色：4ｃ
●ラミネート加工　断裁仕上げ

１00枚 17,900円［税別］
200枚 23,050円［税別］

●サイズ：100×150mm（自由カット）
●材質：透明塩ビ
●色：4ｃ+白
●ラミネート加工　断裁仕上げ

１00枚 27,140円［税別］
200枚 38,560円［税別］

●サイズ：80×110mm（自由カット）
●材質：銀ネーマー
●色：4ｃ+白
●ラミネート加工　断裁仕上げ

100枚 24,540円［税別］
200枚 34,920円［税別］

●サイズ：直径90mm
●材質：銀ネーマー
●色：4ｃ+白
●ラミネート加工　断裁仕上げ

100枚 20,660円［税別］
１0枚 20,000円［税別］１0枚 12,230円［税別］200枚 26,500円［税別］

●サイズ：直径90mm
●材質：透明塩ビ
●色：4ｃ+白
●ラミネート加工　断裁仕上げ

１00枚 20,660円［税別］
200枚 26,500円［税別］

●サイズ：直径200mm
●材質：ビューフル（自己吸着シート）
●色：4c+白

●サイズ：594×841mm
●材質：イージードットクリアシート
●色：4c

定型カラーステッカー

定型透明ステッカー自由カット透明ステッカー

自由カットカラーステッカー

ステッカー
シール

定型シルバーステッカー自由カットシルバーステッカー

耐久・耐水性に優れた透明
塩ビステッカーです。ご希
望の形にカットできます。
CMYK＋白で、透明を活か
したメリハリのあるデザイ
ン表現が可能です。

耐久・耐水性に優れた透明塩ビス
テッカーです。使用頻度の高い定型
サイズを数種類ご用意しておりま
す。CMYK＋白＋透明クリアインク
で、定型サイズながらもオリジナル
性のあるステッカー制作が可能で
す。大型サイズもあります。

アルミ加工を施したピカピカ光るス
テッカーです。使用頻度の高い定型
サイズを数種類ご用意しております。
白インクを下に敷かないことで金属
質を活かしたピカピカ光るステッ
カー制作が可能です。

アルミ加工を施したピカピカ光るス
テッカーです。ご希望の形にカットで
きます。白インクを下に敷かないこと
で金属質を活かしたピカピカ光るス
テッカー制作が可能です。

楽貼りウインドーステッカー透明ウインドーステッカー

自己粘着性の透明フィルムに
よるステッカーです。糊なし
でピタッと貼りつき、何度で
も貼り直しが可能です。

サッときれいに貼って剥がせ
るドットステッカーです。粘着
剤がドット状になっているた
め、空気抜けが抜群！大型サ
イズも簡単に貼れます。

耐久性があり、屋外使用にも適
した白塩ビステッカーです。ご
希望の形にカットすることによ
り、スタンダードながらも個性
あふれるステッカーに仕上がり
ます。

耐久性があり、屋外使用にも適した
白塩ビステッカーです。使用頻度の
高い定型サイズを数種類ご用意して
おります。大型サイズもあります。

訂正シール
印刷物に誤表記があった場合
に上から貼って訂正のできる
シールです。シールの裏側が
グレーになっているため、下
地が透けることはありませ
ん。

印刷ミスをフォローします！

ご希望のシートの中に様々な
デザインのシールが自由に配
置できます。ノベルティグッ
ズや販売グッズに最適です。

カラーシール
多場面で使える万能シール

金・銀シール

アルミ加工を施したピカピカ
光るシールです。高級感のあ
る目立つシールの制作が可能
です。

ピカッと輝くぴかぴかシール
はがせるステッカー

短期間の使用に適したステッカーで
す。剥がした際に下地を痛めにくく、糊
あとも残りません。自由カットと規格サ
イズをご用意しております。

綺麗に剥がせる！

透明シール

耐水・耐久性の高い透明素
材のシールです。白インク
使用で絵柄のみを目立たせ
ることができますので、貼る
下地の色を選びません。

内容表示シール
日用品などの品名や材質、
品質表示、賞味期限などを
表示するシールです。情報
を表示する場面でお使いい
ただけます。

商品情報の表示アイテム

デザインの幅が広がる透明シール

自由カットでオリジナルなステッカーに 定番グッズのお手軽ステッカー

デザインも形も自由自在！ お手軽な規格サイズでオリジナリティーを

ピカッと輝く目を引くステッカー 人目を引くこと間違いなし！

外へのアピールにもってこいのステッカー ドットで簡単ラク貼りステッカー

【参考価格】

【参考価格】

【参考価格】 【参考価格】

【参考価格】

【参考価格】

【参考価格】

【参考価格】

掲載商品は一例です。ご要望に合わせてお見積もり致します。まずはお問い合わせください。お見積もり致します！ 掲載商品は一例です。ご要望に合わせてお見積もり致します。まずはお問い合わせください。お見積もり致します！
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四隅をハトメで留めるX字型のバナースタンドです。超軽量で、組み立てが
簡単。スクリーンがピンと張るため、たるみのない美しい面に仕上がりま
す。持ち運びに便利な収納袋が付属されているため、コンパクトにまとめ
ることが可能です。スクリーン素材は、タイベック・ターポリン・PETをご用
意しております。
（スタンドは欠品や廃盤の場合があります。ご発注前にお問い合わせください。）

X バナースタンド

ロールスクリーンバナースタンド
組み立て不要のロールスクリーンバナースタンドです。わずかな設置面積
で強くアピールすることができます。スクリーンを引き上げるだけであっ
という間に設置ができます。スクリーン素材は、タイベック・ターポリン・
PETをご用意しております。
（スタンドは欠品や廃盤の場合があります。ご発注前にお問い合わせください。）

＜ターポリン素材＞
耐久性に優れた素材です。日光にさら
される窓の近くなどでも色あせること
なく、アピールし続けます。

＜PET素材＞
高級感のある素材です。透明素材です
ので、印刷物が浮いているように見
え、インパクトのあるアピールが可能
です。

＜ターポリン素材＞
耐久性に優れた素材です。日光にさら
される窓の近くなどでも色あせること
なく、アピールし続けます。

＜PET素材＞
高級感のある素材です。透明素材です
ので、印刷物が浮いているように見
え、インパクトのあるアピールが可能
です。

小スペースで大アピール！

ピンと張って美しい、大きな販促ツール

フ
ラ
ッ
グ
/
什
器
/
テ
ー
ブ
ル
ス
カ
ー
ト

タ
ペ
ス
ト
リ
ー
/
バ
ナ
ー
ス
タ
ン
ド

１個 16,870円［税別］

タペストリー
バナースタンド

フラッグ・什器
テーブルスカート

タペストリー

スチレンボード製の組み立て式カタログ
ラックです。全パーツ取り外し可能で、さら
に軽量のため簡単に持ち運びが可能です。
受付やサービスカウンター、展示会場など
でご活用いただけます。

スチレンボード製カタログラック

耐久性に優れたターポリン素材
のタペストリーです。日光にさ
らされる窓の近くなど厳しい環
境の中でも、色あせることなく、
アピールし続けます。

のぼり旗

屋内向けののぼり旗です。展示会
やショップなどの販促サインとして
お使いいただけます。小ロット制作
が可能です。ポールやのぼり台な
どの付属品もご用意しております。

横断幕・懸垂幕

スポーツなどの応援用に、キャンペーンの広告に、公共の情報のお知らせに
と、様々なシーンでご活用いただけます。フルカラーで鮮やかに、一際目立つ
幕を制作します。

テーブルスカート
インパクトある定番販促グッズ掛けるだけで目立つテーブルに

応援も告知もおまかせ！ 組み立て式の丈夫な卓上カタログラック

集客効果バツグン！

１個 21,240円［税別］
サイズ：幅600×高さ1,800㎜

サイズ：幅600×高さ1,800㎜

１個 22,540円［税別］

１個 27,690円［税別］

１個 28,990円［税別］

5個 41,350円［税別］
●A4サイズ2段 ●材質：スチレンボード7mm
●色：4ｃ ●ラミネート加工

【参考価格】

【参考価格】

【参考価格】

【参考価格】

●サイズ：A1横 ●色：4C
【参考価格】

【参考価格】
四隅のハトメを引っ掛けるだけ！四隅のハトメを引っ掛けるだけ！

引き上げるだけで設置完了引き上げるだけで設置完了

セット内容セット内容

セット内容セット内容

掲載商品は一例です。ご要望に合わせてお見積もり致します。まずはお問い合わせください。お見積もり致します！ 掲載商品は一例です。ご要望に合わせてお見積もり致します。まずはお問い合わせください。お見積もり致します！

展示会やイベントなどの什器装
飾としてお使いいただけます。
フルカラー印刷で展示会など
の会場を鮮やかに演出します。

【参考価格】

1枚 20,000円［税別］［税別］

●サイズ：3,200×1,500mm
●材質：ツイル　●色：4c
●ヒートカット仕上げ

幅850×高さ2,100㎜

幅850×高さ2,100㎜



2120

あなたのご要望をお問い合わせください！

お持ち込みいただいた製品・素材に印刷

お持ち込みプリントお持ち込みプリント
一作
屋
で
解
決
！

一作
屋
で
解
決
！

UVインクジェットで
製品・素材に直接フルカラー印刷。

販売する自社製品に
カラー印刷したい。 この材質に刷れますか？この木材に印刷したい！

プリント可能なサイズ 最大 1300×2500㎜

極小ロットや小・中ロットに対応レンガや木材などの建材に キャンバスや和紙に印刷

UVインクジェットプリンタ

プリント可能な厚さ 最大 50㎜

一作屋ならそのお悩み解消できます！
小ロット印刷･制作が得意な一作屋なら、大量印刷ではネックになりがちな在庫やコストの心配が要りません。

１つからでも受注をお受け致します。

A

ABCD EFGH IJK

B
C D

A

A
BC
D

EF
G
H

IJ
K

B
C

D

A

A
BC
D

EF
G
H

IJ
K

B
C

D

● 本生産前の
　 試作品を作りたい。

● 会議にかける
　 試作品を作りたい。

試 作 品

● デザインを変えてトライアル。
　 消費者の反応を調査したい。

● 何パターンか制作して
　 トライアルしたい。

トライア ル

一
つ
か
ら
作
れ
る
。

一
つ
か
ら
作
れ
る
。

一
つ
か
ら
作
れ
る
。

大好評！

でも在庫は抱えたくない 余分なコストはかけたくない

あなたのアイディアをカタチに

試作品・トライアル品の印刷・制作試作品・トライアル品の印刷・制作

アイデアをカタチにして、
あなたのビジネスをサポートします。

もちろん！試作品・トライアル品の本制作が決まりましたら、ぜひ一作屋をご用命ください。
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