


































































製品仕様

製品仕様

印刷サンプル

印刷サンプル

マグネットベルト無しタイプ 手帳型ケース

ワイヤレス充電器

内側裏面正面

表面 裏面 側面

スマートポケット

丁寧な縫製により、使い込んでもホツレの
少ない丈夫なスマホケースです。ポイント
カード・クレジットカード・交通系ＩＣカー
ドなど、気軽に持ち歩けるカード収納です。
余裕のあるつくりなので、さっと取り出せて
便利です。ひとつひとつ、丁寧に仕上げた、
満足いただける製品になります。

ストラップ穴があいておりますのでキーホ
ルダーやストラップもお付けいただけます。
また両方に通せる仕様なのでポシェットの
ようにご使用も可能です。ホール部分はハト
メで補強されているので丈夫な作りになっ
ております。　ダブルストラップホール

印刷面のデザインを最大限に生かせるよう
カメラ穴をなくし綺麗な平面にこだわってお
ります。特殊なプリンターを使い、デザイン
の細部まできれいに印刷が可能です。色味
もイメージ通り仕上げますのでお客様から
大変好評をいただいております。高品質印刷

置くだけで簡単充電

Qi規格対応スマホをそのまま置くだけで充
電が開始されます。スマートフォンに充電
ケーブルを差し込む必要がないので、端子
を傷つける心配もありません。

本体にはLEDライトが内蔵されており、電源
接続時は青と緑に点灯します。その後、緑に
点灯し、スタンバイモードで消灯いたします。
スマートフォンを置いている充電中は青色に
発光する仕様となっております。LEDライト点灯機能

印刷はすべて国内工場にて行っているため、
非常に高い品質にてご提供できます。イラ
ストや写真等の高解像度なデータでもフチ
いっぱいまで綺麗な印刷が可能です。

薄型軽量設計

XM
76mm以下

縦幅横幅

151mm以下

推奨サイズ

直径100㎜

7㎜



製品仕様

印刷サンプル

印刷サンプル

ダイカットスマホリング

ミラー付きカードケース

表面 裏面 側面 フタを開けると上面には鏡、下面にはカード
とトレカ等が入れられる多機能ケースとなっ
ております。外出先でも身だしなみチェック
が出来ます。

ストラップ穴もついているので、ボールチェーン
やキーホルダー、ストラップ等もつけられます。

ICカードを2枚重ねてお使い頂けるよう、便利
なセパレーターシートをオプションでご用意し
ています。カード同士の電波干渉を防止してス
マートに両面で使い分けが可能です。

59㎜

100㎜93㎜

デザインに合わせた形状で製作いたします！

リング色もお選びいただけますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

360℃回転180℃スイング×

縦横自由に動く可動式リング

リングが縦向きでも横向きにも自由に回転
いたしますので、お使いやすい角度に合わ
せてご使用いただけます。

色々な用途で作成可能

ハードケースとの組み合わせも
オススメです

リングの角度を変えて
動画視聴用のスタンドに
リングの角度を変えて
動画視聴用のスタンドに

※ストラップ穴含む

本体カラーはホワイト、ブラックの２色ご用意しております。
※別注にて上記以外のカラーも対応可能です。



製品仕様

POINT

製品仕様

印刷サンプル

長財布 ラウンドファスナー長財布

立体ラバーキーホルダー

表面 表面

内面 側面

内面

裏面表面 側面

本体はATBC-PVCと呼ばれる合成樹脂の
一種で劣化による変形や変色、特有のゴム臭
などもなく柔らかくて安全な素材を使用して
います。裏面は原則、平坦な面で白色系のシ
ルク印刷（1色）でコピーライト等を印刷出来
ます。側面は特殊なアーチ状になっているの
で手触りが抜群です。

コンサートグッズや同人グッズ、キャラクター
グッズなど幅広い人気があるラバーキーホル
ダーです。完全オーダーメイドでお作りします
のでオリジナル性に長けており、再現性には
定評を頂いております。柔軟な量産体制で小
ロットから大ロットまで対応が可能です。

190㎜

90㎜ 100㎜

200㎜

33㎜

軽 量PU素材
カードポケット

+
フリーポケット

キーリング
付き

POINT

軽 量PU素材
大容量

12ポケット
中身が見やすい
オープン仕様

ご希望の金具で製作可能です。

上記以外の金具タイプも対応可能ですので、お気軽にご相談下さい。

表はマットで
後ろはツルツル！

表はマットで
後ろはツルツル！

ぷに
ゅっ
と立
体！

角が
丸く
てか
わい
い！

ぷに
ゅっ
と立
体！

角が
丸く
てか
わい
い！



製品仕様

製品仕様

お守り袋

PUレザーポーチ

裏面正面

表面

側面

内面

マチが大きいので、大容量の収納が可能です。
コスメ収納の他、トラベルポーチ、文房具の
収納など多用途にお使い頂けます

PUレザー製品ですので耐水性に優れ、汚れ
がつきにくいのが特徴です。上品なアイテム
レザー独特の風合いの生地に綺麗な印刷を
施すことができます。

内生地・ファスナー部分はカスタマイズも
可能ですので、デザインに合わせてお好み
のカラーでお作り頂けます。

185㎜

77㎜

112㎜

最新鋭の織機により織り上げるフルオーダーメイドのお
守り袋です。レピア織にて鮮明に美しく織り上げること
が出来るので、一般的な御守の概念を打ち破り、繊細な
デザインや多色デザインを使用したキャラクター等の
再現にも適しています。金糸の糸を使用することで高
級感を演出することも可能です。両面にデザインをお入
れすることが出来るのでより魅力的に、かつハイクオリ
ティな仕上がりで、ソフトな手触りと光沢が特徴です。

日本の古来より馴染みの深い“袋守り”ですが、もっと
身近に、もっとカジュアルに身に着けて頂けるよう
開発いたしました。もちろん一般の御守用途から、
お子様や若い世代に人気のあるアニメキャラクター
やロゴ等のデザインなど、ノベルティーや記念品まで、
様々な用途にご利用頂ける一押しの商品です。

●最新鋭のレピア織機を使用

●繊細な再現性

●高級感のある仕上がり

※封入物の封入は致しておりません。
※封入物の印刷・販売等のご用意はござません



参考サイズ

製品仕様

印刷サンプル

印刷サンプル

マルチタッチ ドアオープナー

マスクケース

表面 内面

高品質な日本製のアクリル板をひとつひとつ
丁寧に切り出した、様々な用途 に利用でき
るコンパクトなキーホルダーです。フルカ
ラーインクジェットによる鮮明な印刷でア
ニメグッズやノベルティなど様々な用途でご
利用いただけます。 

感染リスクがゼロにはならない新しい生活
スタイルでは、日常的なウィルス対策が必要
となります。このマルチツールをひとつ携帯
するだけで、ドアの取っ手やエレベーターの
ボタン、ATMの感圧式タッチパネルなどに直
接触れることなく操作することが可能です。

リールストラップ・コイルストラップなど
オプションで様々なタイプの金具をご用意
しております。お気軽にご相談ください。

表面抗菌加工をしたPP素材を使用しており
ますので、衛生的にマスクを保管することが
できます。コンパクトで軽量ですので、外出
時の持ち運びに大変便利です。

Wポケットタイプで、複数のマスクを分けて
収納する事ができ、右ポケットにはティッ
シュを収納することも可能です。

小ロットから対応が可能です。キャラクター
グッズや企業ロゴを印刷してノベルティグッズ
としてもお勧めです。

90㎜

40㎜

重さ：14ｇ
厚さ：5ｍｍ

28㎜

12㎜

※デザインに合わせた形状で製作も可能です。

112㎜ 224㎜

205㎜



製品仕様

印刷サンプル

印刷サンプル

マルチフック

タッチレスキーホルダー

118㎜

74㎜

厚さ：6ｍｍ
重さ：45ｇ
(ポリカーボネート製)

特許出願中特許出願中

ドアの開閉や各種ボタンを押す動作にも

新型ウィルスの感染リスクが常につきまとう新しい生

活スタイルの中で公共交通機関などを使用する場面

で助けとなる感染対策グッズです。不特定多数が触れ

る電車・バスの吊り革や手すりに、このマルチフックを

引っ掛けることで直接手を触れずに体を保持すること

ができますので二次感染予防として非常に有効です。

つり革だけでなく手すりや網棚のバーにも

また、腕を大きくあげることなく吊り革などが使用でき

るので脇部分の気になる汗染みを隠すこともできます。

もちろんドアオープナーとしても使用できますので、

これからの時代にひとりひとつは持っておきたい便利

な衛生用品です。

非常に頑丈な6ｍｍ厚のポリカーボネート板
に高品質なラー印刷を施しました。他社製品
に多いアクリル製の商品に比べ、耐久性があ
り軽量でしっかりとした作りです。ベルト部
分にも両面印刷が可能なのでオリジナリティ
の演出に最適です。

POINT

ご希望の形状・金具で製作が可能です。
上記以外も対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

高品質な日本製のアクリル板をひとつひとつ丁寧に切り出した、様々な用途に
利用できるコンパクトなキーホルダーです。感染リスクがゼロにはならない新し
い生活スタイルでは、日常的なウィルス対策が必要となります。このタッチレス
キーホルダーをひとつ携帯するだけで、エレベーターのボタンやATMの感圧式
タッチパネルなどに直接触れることなく操作することが可能です。

触らない 新しいウイルス対策グッズ



製品仕様 印刷サンプル

正方形マスクケース

ハードタイプ マスクケース

表面 裏面

内面

携帯に便利なコンパクトサイズです。不織布マ
スクなら約3枚～5枚収納が可能です。マスク
を折らずに収納できるので表面に触らずに安心
です。密閉性のある防塵仕様で清潔にお使い
いただけます。もちろん水洗いが可能でなので
気になる汚れや菌にも有効です。飛び出し防止
ストッパー付きなのでマスク紐が出ません。

マスクケースのほか、常備薬入れや小物の収納ケー

スとしても使用できます。例えば絆創膏や目薬など

も防塵仕様なので衛生的に保管が可能です。または

お薬手帳やポケットティッシュ、通帳やパスポート、

チケットなど幅広くお使いいただけます。高品質な

シルク1C印刷からフルカラーインクジェット印刷ま

でお客様のニーズに合わせて幅広く対応可能です。

製品仕様 印刷サンプル

表面 内面

マスクを折りたたんでコンパクトに収納することが

できます。使用したマスクの仮置き用ケースとして

最適です。不織布マスクなら約3枚程度収納が

可能です。気になるウイルスや菌にも安心の清潔

に保管できる抗菌仕様です。

携帯に便利な小さめのサイズなのでハンドバックや
ポケットにも収納できます。マスクケースのほか、常備
薬入れや小物の収納ケースとしても使用可能です。例
えば絆創膏やポケットティッシュの衛生用品を入れた
りと持ち歩きにも便利なのでパスポートや切符入れな
ど旅のお供にも幅広くお使いいただけます。高品質な
シルク1C印刷からフルカラーインクジェット印刷まで
お客様のニーズに合わせて幅広く対応可能です。

131㎜

131㎜

125㎜

125㎜

14㎜

190㎜

103㎜

110㎜

130㎜

12㎜



製品仕様

製品仕様

印刷サンプル

印刷サンプル

PUミニポーチ

アクリルスタンドキーホルダー

内側裏面正面

表面 側面

AirPods（第1世代・第2世代）とAirPods 
Proをぴったりと収納ができるポーチです。
内側はメッシュのポケット仕様で開けたときに
落下する危険性から大切な機器を守ります。

車のスマートキーのケースとしてもおすすめ
です。表面はなめらかなPUレザー製で、印刷
との相性が抜群なので美しいデザインの再現
が可能です。汚れや水に強いというのも合皮
ならではです。

脱着がしやすいので普段お使いのバッグやパン

ツのベルトループなどに装着してどこへでも持ち

運びができます。光沢感のあるカラビナとベース

の生地が黒なので重厚感があり、ファッション

の一部としてもお楽しみいただける製品です。

これまでのスマホスタンドとしてのグッズの
中で最小級の商品です。スマホを製品の凹み
に挟むだけで簡易的なスマホスタンドとして
使用頂けます。5mm厚の高品質アクリルを
使用することで耐久性も確保しておりアクリ
ルならではの形状のアレンジも可能です。

また、様々なスマホの厚みに幅広く対応するた

め2つの異なるサイズの凹みを施した設計です。

デスクでのスマホの待機中や外出先で動画視聴

を行う際に非常に便利な製品です。持ち運びは

キーホルダーのようにバッグに取り付けたりス

マホケースのストラップ穴に取り付けることがで

きるので携帯性にも優れています。

62㎜

82㎜

27㎜

51㎜

今まで入らなかった鍵に

高級感のあるカラビナ付き

AirPodsにジャストフィット

30㎜

60㎜

12㎜

9㎜

5㎜



製品仕様

製品仕様

印刷サンプル

印刷サンプル

スプレーボトル

アクリルスタンドキーホルダー

裏面正面

表面 側面

これまでのスマホスタンドとしてのグッズの
中で最小級の商品です。スマホを製品の凹み
に挟むだけで簡易的なスマホスタンドとして
使用頂けます。5mm厚の高品質アクリルを
使用することで耐久性も確保しておりアクリ
ルならではの形状のアレンジも可能です。

また、様々なスマホの厚みに幅広く対応するた
め2つの異なるサイズの凹みを施した設計です。
デスクでのスマホの待機中や外出先で動画視聴
を行う際に非常に便利な製品です。持ち運びは
キーホルダーのようにバッグに取り付けたりス
マホケースのストラップ穴に取り付けることがで
きるので携帯性にも優れています。

30㎜

55㎜

85㎜

60㎜

12㎜

9㎜

5㎜

内容量：20ml

スタイリッシュで持ち運びがしやすいサイズ感です。カードよりも1回り小さくポケットにもスマー
トに収まります。外出先の気になる場面でさっと吹きかけることができます。遮光性なのでアル
コール消毒液や除菌液、抗菌液や虫よけ、香水など様々な詰替え品にご使用頂けます。またスラ
イド式のフタがついているので気になる汚れや液漏れなどのトラブルも未然にカバーできます。

フルカラーでデザインの再現性に定評のあるインクジェット印刷から、安価でシンプルな
シルク印刷まで、お客様のご要望に合わせて柔軟にお応えします。スマートでどこへでも持
ち運びができるスプレーボトルなのでノベルティやグッズにも最適です。もちろん素材とし
ても販売可能ですのでお気軽にお問合せください。

多彩な高品質印刷

薄型手のひらサイズ



製品仕様

オプション

印刷サンプル

マスクケース ハイグレードタイプ

内側裏面

側面

正面

196ｍｍ

112ｍｍ

100ｍｍ

ミラー付きver. ミラー＆トレー付きver.

Herbs
It is an herb that has been handed down by people since ancient times, 

but there is a danger that if you make a mistake, it will adversely affect our body. 

Especially if you are pregnant or have a chronic illness such as allergies, 

listen to the advice of a specialist and use with caution.

ＭＡＤＥ  ＩＮ  ＪＡＰＡＮＭＡＤＥ  ＩＮ  ＪＡＰＡＮ

ピルトレー ミラー

ミラーをご用途に合わせてオプション
追加できます。マスクを装着する際の
姿見に最適です。

ミラー付きでマスク姿チェック

弊社オリジナルの金型で製作しています。
使い捨てマスクを最大7枚収納することが
出来るので外出のお供におすすめです。

使い捨てマスクがぴったり収まる

専用のピルトレーをオプションでご用意
することも可能ですのでピルケースとして
併用可能です。抗菌仕様ですので清潔に
保管頂けます。

ピルケースとしても使用可能



製品仕様

印刷サンプル

O P T I O N

オリジナルデザインマスク

S 小学校低学年～
小学校高学年～
レディース向きM 大きめサイズ

メンズ向きL

約113mm

約156mm

約120mm

約167mm

約128mm

約178mm

マスクネックストラップ

どこにでも手軽に取り外しが可能になるマスク専用のネックストラップです。食事の時

など少しの時間外したい気持ちに寄り添い、置き忘れの防止にも一役買います。紛失防

止＆衛生上の汚染防止にもなります。

マスクとセットの柄で統一感のあるファッショナブルな仕上がりに。

ネックストラップを身体の前に垂らしてネックレスのように楽しめます。
お好きな長さでお作りできるので大人から子供までサイズ展開も可能

です。単体でのご注文もお待ちしております。

マスクとストラップの　　　　  販売がおすすめSet

やわらかく優しいつけ心地

長時間の使用でも耳が痛くなりにくい生地です。

伸縮性があるので圧迫感を感じにくく、ストレス

フリーでご使用頂けます。

洗濯可能なため、繰り返し使用ができて衛生

的で使い捨てのマスクに比べ環境にも優しい

マスクです。速乾性に優れた素材で洗濯後も

すぐに乾きます。

洗って繰り返し使用可能



製品仕様

製品仕様

印刷サンプル

印刷サンプル

PUカップホルダー

PUウエストポーチ

裏面正面

表面 側面

丈夫で手触り抜群のPUレザーを贅沢に使
用しています。コンパクトに折り畳みが可能
ですので、鞄の中やポケットに入れても邪魔
になりません。

デザインを活かせるよう両サイドに丈夫なハトメ

仕様のストラップホールを装備しています。

オプションでネックストラップのご用意も可能で

す。ネックストラップを付けて、首から下げれば

両手が空いて外出先ではとても便利です。

着脱ミニストラップをオプションでご用意するこ

とも可能です。

コネクティングパーツ仕様で、ワンタッチで着脱

が可能なので、使いたいときにさっと取り外せて

便利です。また紛失防止にも役立ちます。

スリムな見た目とは裏腹に最低限の荷物を収納

できます。

スマホはもちろんお金や鍵やタバコなどもすっ

ぽり入ります。

携帯に嬉しいカラビナ付きです。

ベルトを通してアームポーチやウエストポーチ

におすすめです。

実用性が抜群で、アウトドアやスポーツ、お出か

けの際など色々なシーンで大活躍です。脱着が

しやすいカラビナをベルトループに装着できま

す。しっかりとした生地なので破損したくない携

帯なども衝撃から守ります。

135㎜

51㎜

Wストラップホール付き

アクセサリーにもおすすめ

ホットでもアイスでも

160mm

36.3mm

100mm



製品仕様

印刷サンプル

国産抗菌コンパクトマスクケース

内側裏面

側面

正面

140ｍｍ

130ｍｍ

13ｍｍ

ミラーをご用途に合わせてオプション追
加できます。会食の際にさっと収納。マス
クを装着する際にも姿見に最適です。
2枚収納可能なので予備もばっちりです。

ミラー付きでマスク姿チェック

抗菌仕様ですので清潔に保管したいお薬
や救護用品などにも最適で、ピルケースと
してもお使い頂けます。

ピルケースとしても使用可能

※弊社マスクとのセット販売もおすすめです！

　　

興亜硝子株式会社が開発・製造した
「ミリオンガード」を使用

99.9％抗菌
とは？ Ag+Ag+

抗菌・抗ウイルス・抗カビの試験結果で安全性が確立されています。

銀イオンを放出することにより細菌を
不活性化し、優れた抗菌効果がある素材です。



製品仕様

製品仕様 印刷サンプル

iPhone用タフケース

スタンドミラー

表面

スタンド側面折畳時

側面

厚さは約1cmと薄く、かさばらないので持ち運
びがしやすいのはもちろんのこと、使用時以外
は折り畳むことで鏡に傷がついたり割れたりす
るリスクが少なく安心です。従来のコンパクトサ
イズミラーに比べて一回り大きく印刷範囲が広
くなりデザインが大きく入るのも魅力です。

表面は高品質PUレザーを採用しています。
内面の黒生地はアクセサリーケースのように特
別で高級感のあるフェルト調になっております。
繊細なステッチと裁断で綺麗な仕上りですので
ワンランク上のノベルティとしても最適です。
スタンド型にしてメイクアップ時も両手が使える
のでとても便利です。

印刷面はホワイトとクリアの2種類をご用意して
おります。
白地にインクジェットの印刷を施すとマットな
質感が楽しめます。
またクリア地の裏面から印刷を施すと奥行きの
ある艷やかな印象になります。
お好みで選択が可能です。

抜群の柔軟性と伸縮性を兼ね備えているTPU
（熱可塑性ポリウレタン）が「力の分散」に優れた
ハニカム構造になっているので衝撃吸収性が抜
群です。中央に向かって若干湾曲しており、グ
リップ素材を使用しているので持ちやすく疲れ
にくい形状です。割れやすい液晶面もケースの枠
に高さを出すことで破損を防ぐ仕様です。

大きめストラップホール付きです。
従来の側面に付くタイプではなく面にホールが
空いているためストラップを通しやすく、ケース
本体への負荷も軽減される構造です。
柔らかいTPUと硬質なPC素材を使用している
ので大切な本体をWで保護します。　　　　

iPhone12mini

iPhoneX/XS 兼用iPhone7/8 兼用 iPhone11

iPhone12/12pro

110㎜

168㎜

※スタンドミラー本体は黒生地のみのご用意となっております。



製品仕様 製品仕様

製品仕様

洗える高級マスクケース PVCクリアマスクケース

高級PUレザーマスクケース

表面

内面

手触りがなめらかなPUレザーの内面には抗
菌加工が施されており、マスク表面に接触す
る面なので安心・安全な仕様となっておりま
す。
表面には高品質な印刷で他にはないオシャ
レなデザインをお入れすることができます。

汚れが気になったら、優しく手洗いで洗って
繰り返し使えます。また型崩れしにくく、何回
でもお使いいただけます。
ポリエステル素材でも若干の光沢があり、高
級感のある仕上がりになっています。クッ
ション性があり手触りもなめらかです。生地
のよれにも強く、しっかりとした縫製です。

142㎜

120㎜

240㎜

表面 カラーバリエーション

内面

143㎜

130㎜

260㎜

表面

内面

142㎜

120㎜

240㎜

スナップボタンが付いているので開閉自在
です。耳のひもを出してポシェットのように
ご使用いただけます。
大きめのマスクでも収納できる作りです。
汚れがついても落としやすい素材なので、ア
ルコールや除菌剤でふき取っていただけれ
ば、長く清潔にお使いいただけます。

ベージュ

黒

※内面は 1色のみのご用意です。

抗菌効果試験済 ＳＣＴ合格マーク取得済商品です。

※転用防止の為一部伏せております。

99.9 

※STC 合格マークとは？

肺炎桿菌
ブドウ球菌細菌・ウイルス ％抗菌

製品の品質を認証するこの合格マークは、 STC が地域内と海外の基準の下で試験を実施した製品である
ことを証明するものです。市場での最高な品質を表す保証とするにはこの制度での形式試験と市場の定
期的な視察が重要不可欠です。STC から授与されるこの合格マークは、３０以上の国際機関に認可され
ており、非営利試験、検査と認証機関として香港で一番長い歴史を誇る STC は、正確かつ効率高い、そ
してコストパフォーマンスがいいサービスを提供することに尽力しております。



製品仕様

製品仕様

印刷サンプル

印刷サンプル

スタンドアクリル時計

壁掛けアクリル時計

クリアアクリルに印刷を施すことで、美し
い奥行き感のある半立体的な仕上がりに
なります。サイズや形状は自由自在なので
デザインに合わせて時計本体の種類もお
選びいただけます。

秒針はカチカチと音がしないスムーズタイ
プですので静音性も抜群です。
また、アクリルのスタンド型か、スタンドネジ
のご用意もございます。多様なサイズバリ
エーションでオリジナリティ溢れるアクリル
時計がお作りいただけます。

時計プラスαの販促用途として様々なアレ
ンジが可能です。一例として、日常に馴染み
やすいペンや鍵、写真のスタンドとしてはも
ちろん、ワイヤレス充電器と一体型のスマホ
スタンド仕様など、世に出ていない画期的な
商品の開発も是非おまかせください。

クリアアクリルに印刷を施すことで、美しい
奥行き感のある半立体的な仕上がりになり
ます。デザインに合わせて時計本体の種類
もお選びいただけます。

大きなものから小さなものまで多様なサイ
ズバリエーションでオリジナリティ溢れるア
クリル時計がお作りいただけます。
ニーズに合わせてご提案も可能ですのでお
気軽にお問い合わせください。

秒針はカチカチと音がしない人気のスムー
ズタイプですので静音性も抜群です。
また見た目にもスマートでデザインを邪魔し
ないシンプルさを兼ね備えています。

※在庫状況によりパーツは変更になることがあります。電池はお客様でご用意ください。
※スタンドのネジはお客様でセットいただくタイプです。

※在庫状況によりパーツは変更になることがあります。電池はお客様でご用意ください。
※スタンドのネジはお客様でセットいただくタイプです。



製品仕様

製品仕様

印刷サンプル

印刷サンプル

ケース付きスプレーボトル

スライドミラー

組立後組立前

表面 側面

外出先や日常的に気が付いた時にさっと取
り出しやすいコンパクトなサイズ感です。
化粧品や香水など詰め替えも簡単にできま
す。ラベルが貼り易いストレートボトルです。

本体は絶妙な3D曲面になっており、熟練の技師

が確かな技術で丁寧に印刷を施します。

非常に細かい霧のように噴射できるので、出量

が調節がしやすいのも利点です。

通常のボトルの上からケースが本体を守るので、

破損や横転による液漏れにも安心です。

丸洗いが可能ですので気になる汚れにも清潔に

お使い頂けます。

カバンなどに下げたり、ポーチの中にも収まり

やすいサイズ感ですので、携帯しやすい身だし

なみアイテムとしてご使用いただけます。

オプションで背面のPUレザー部分にも印刷を

施すことが可能ですので表面のアクリル部分と

トータルでデザインをお楽しみいただけます。

ミラー回りと背面には高級感のあるPUレザー

を使用しています。

アクリルのみのミラーと違い、温かみのある質感

が他にはない特長です。

また標準装備のボールチェーンはもちろん、オプ

ションで各種ストラップをご用意することも可

能です。

ミラーの部分に傷がつかないよう、スライドして

ミラーを保護でき、また、PCミラー素材なので

割れる心配もなく、安心してお使いいただけま

す。デザインに関しては、アクリルのガラスのよう

な美しい等か特性を生かして透かし感のある表

現や、白版処理を行うことでデザインが引き立

つ演出をすることが可能です。

25㎜

91㎜

高品質プリントで魅せる

中身を保護する

コンパクト×スリムボトル

70mm

70mm



製品仕様

製品仕様

印刷サンプル

印刷サンプル

フラットポーチ

マルチリストバンド

裏面正面

表面

裏面

基本的にはマジックテープ®（面ファスナー）と
同じ構造ですが表のザラザラな面が通常のマ
ジックテープ®に比べて限りなく突起がなくフ
ラットになっているので、チクチクしないのに
しっかりとくっつく作りになっています。
コンサートやフェスのグッズにはもちろん終わっ
た後も長くお楽しみいただける仕様です。

100㎜

245㎜

200㎜

135㎜

25㎜

高品質

使い棄てに
は真似でき

ない

高級感。

美麗印刷美麗印刷
×

PUレザ
ー

基本的にはマジックテープ®（面ファスナー）と
同じ構造ですが表のザラザラな面が通常のマ
ジックテープ®に比べて限りなく突起がなくフ
ラットになっているので、チクチクしないのに
しっかりとくっつく作りになっています。
コンサートやフェスのグッズにはもちろん終わっ
た後も長くお楽しみいただける仕様です。

基本的にはマジックテープ®（面ファスナー）と
同じ構造ですが表のザラザラな面が通常のマ
ジックテープ®に比べて限りなく突起がなくフ
ラットになっているので、チクチクしないのに
しっかりとくっつく作りになっています。
コンサートやフェスのグッズにはもちろん終わっ
た後も長くお楽しみいただける仕様です。

基本的にはマジックテープ®（面ファスナー）と
同じ構造ですが表のザラザラな面が通常のマ
ジックテープ®に比べて限りなく突起がなくフ
ラットになっているので、チクチクしないのに
しっかりとくっつく作りになっています。
コンサートやフェスのグッズにはもちろん終わっ
た後も長くお楽しみいただける仕様です。

ハサミで切って長さ
調整OK!



製品仕様印刷サンプル

オリジナルアクリル製品

【製品仕様】3mm厚のカラーアクリルを
使用
【使用例】ホテル客室・店舗什器
店舗や展示会のインパクトのある什器
として最適です！

アクリル製マルチ収納ボックス

【製品仕様】3mm厚のクリアアクリルを使
用
【使用例】写真店販売品・販促品
2枚の3mm厚のアクリル板の間に写真を
挟み込むことができるフォトフレームです。

アクリル製オリジナルフォトフレーム

【製品仕様】3mm厚のクリアアクリルを使
用
【使用例】カプセル用景品
繊細なカットでぴったりと交互にはまる面
白い仕様です。コレクション用に。

パズルキーホルダー

【製品仕様】5mm厚のクリアアクリルを
使用
【使用例】生活雑貨販売店
アクリルの透過性を活かし、奥行き感が
大変美しい箸置きです。

箸置き

【商品仕様】5mm厚のクリアアクリルを使
用
【使用例】アミューズメント景品
両面から印刷を施すことで立体感が生ま
れ、思わずコレクションして眺めたくなる
ようなキーホルダーです。

ドミノキーホルダー

【商品仕様】5mm厚のクリアアクリルを使
用
【使用例】同人イベント用商品
従来のキャラクタースタンドに機能性をプ
ラスした新しい形状です。

キャラクタースタンドキーストック



製品仕様印刷サンプル

オリジナルアクリル製品

【商品仕様】5mm厚のカラーアクリルを
使用
【使用例】ドッグカフェ販促・販売品
手軽に洗えて清潔にお使い頂けるコー
スターです。

コースター

【商品仕様】3mm厚のクリアアクリルを使
用
【使用例】　企業ノベルティ・販促品
実用性があり企業様の年末のご挨拶にも
好評を頂いております。

万年カレンダー

【商品仕様】3mm厚のクリアアクリルを使
用
【使用例】　アミューズメント景品
デザインが大きく入るのでキャラクター
グッズにもおすすめです。

スマホスタンド

【商品仕様】5mm厚のクリアアクリルを
使用
【使用例】　イベントノベルティ・販促品
カラビナ自体にデザインが入る珍しい
仕様です。

カラビナキーホルダー

【商品仕様】3mm厚のクリアアクリルを使
用
【使用例】　アパレル用ディスプレイ什器
商品をより美しく見せるためのディスプレ
イスタンドです。

アクセサリースタンド

【商品仕様】5mm厚のクリアアクリルを使
用
【使用例】　アパレル用ディスプレイ什器
商品をより美しく見せるためのディスプレ
イスタンドです。

アクセサリーツリー



製品仕様印刷サンプル

オリジナルアクリル製品

【商品仕様】0.5～3ｍｍ厚のクリアアク
リルを使用
【使用例】　イベント用商品・チケット
紙のように薄くて丈夫な0.5mmから、
透過が美しい3mmまで選べます。

ふせん

【商品仕様】0.5～3mm厚のクリアアクリ
ルを使用
【使用例】　学用品・ノベルティ　
実用的なので入学・卒業記念などにもおす
すめです。

定規

【商品仕様】0.5ｍｍ厚のクリアアクリルを
使用
【使用例】　文房具用品・付録
クリアアクリルを生かしたデザインで、手
帳をアップグレードできます。

バインダー用カレンダー

【商品仕様】0.5～3ｍｍ厚のクリアアク
リルを使用
【使用例】　企業ノベルティ・販促品
デスクトップPCに貼り付けてメモ用の
ボードとしてお使い頂ける仕様です。

PCメモボード(モニターメモボード)

【製品仕様】0.5ｍｍ厚のクリアアクリル
を使用
【使用例】ホテル客室アメニティ
表と裏から別々の印刷を施すことで両
面お使い頂けるドアプレートです。

ドアプレート
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