
企業や商品の知名度アップや販売促進の起爆剤として名入れは非常に有効な手段です。
そこで、目的別・名入れの印刷種類別に代表的な名入れ商品をご紹介します。
掲載商品の多くは名入れが可能です。売上アップの一助として、ぜひご活用ください。効果的な名入れがビジネスをサポート知名度＆

売上アップ！特集02

企業や商品のイメージを広く浸透させます。
実用的でユニークな商品が喜ばれます。

スタッフのモチベーションを向上させたり、
団結力を強める効果が期待できます。

社内備品ノベルティ

アニバーサリーや各種のセレモニー、
学校などでの贈答品として。

記念品・粗品
名入れの究極形ともいえる別製品。オリジナルデザインなので販促効果も抜群。

さらに社内備品としても使い勝手が格段に違います。

別製（カスタマイズ）
※別製品の多くは専用商品になりますので、
　ご検討の際は、別途お問い合わせください。

※名入れ画像はイメージです。サイズやカラーなどはお問い合わせください。

colorgimic（カラーギミック）［マックス］
コンパクトなデザインのホッチキス。ボディを閉じればペ
ンケースにも収まります。実用性とデザイン性を兼ね備
えたノベルティ好適品。

セロテープ®ぞうさんカッター［ニチバン］
かわいいぞうさんの形をしたテープカッター。さまざまなキャンペーンでのプレ
ゼントのほか、お得意先への楽しい営業ツールとしても活用できます。

❶HD-10XS/LB/LG/P
❷100個～（インクジェット印刷）/
　500個～（シルク印刷）
❸￥550+名入れ諸費用+税/1個
❹ライトブルー,ライトグリーン,ピンク
❺注文後約20日～

❶CT-15ZSB/FG/AO/PU/CP/RP❷100個～（100個単位）❸￥280+名入れ諸費用+税/1個
❹スカイブルー,フレッシュグリーン,アプリコットオレンジ,ロイヤルパープル,チェリーピンク,ローズピンク
❺校了後約20日～

▲

P305

▲

P500

置時計［シチズン］
落ち着いた木目調のデジタル置時
計。さまざまな部屋やオフィスのイン
テリアになじみやすいデザインです。
❶8RZ161-007❷1個～
❸￥3,000+名入れ諸費用+税/1個
❹－
❺校了後約10日～▲

P847

スプリングノート
［キョクトウ・アソシエイツ］
黄色く分厚いボール紙の表紙と落ち着いたデザイン
で、約50年にわたり支持されている定番ノート。学校
名や校章を入れると学生向けの記念品に最適です。
❶P903❷1冊～
❸￥550+名入れ諸費用+税/1冊
❹－
❺校了後約3週間～▲

P383

❶品番❷最低ロット数
❸本体価格＋名入れ諸費用＋税/入数❹本体色❺納期
※納期は数量等によって異なります。事前にご確認ください。

基本情報

ネームペントリノ［シヤチハタ］
世代を超えて長く愛用できるネームペン。卒業記念
や社員表彰、成人式の記念品など大切な人生の節
目を迎える方への贈り物として選ばれています。

❶NP-TF1/MO,NP-TF2/MO,NP-TF3/MO
❷50本～
❸￥2,000+名入れ諸費用+税/1本
❹シルバー,パールピンク,パールブルー
❺校了後約3週間～▲

P405

ピットパワーC［トンボ鉛筆］
手が汚れずに強力接着が可能なテープのりは需
要も高まっています。オープンキャンパスなどで
の記念品として、学生などに人気の商品です。
❶PN-CP（名入れ専用品番：PN-CPB21X2）
❷100個～❸￥250+名入れ諸費用+税/1個
❹白❺校了後約2週間～▲

P276

とじ込表紙［セキセイ］
教育現場でのロングセラーといえば、この
「とじ込表紙」。傷みやすい箇所を布で補強
してあるので、学校や塾などの施設での利
用に最適です。

オリジナルラミネートタブインデックス
［マルマン］
ファイル用インデックスのタブ部分に希望の文字を印
刷したオリジナルインデックス。印刷した上からラミ
ネート加工するため、キレイで丈夫な仕上がりです。書
類の多い病院や建設・建築関係など、毎年同じ文字の
インデックスを使う企業にとっては非常に便利です。

吊り下げ名札 脱着式 ホイッスル付［オープン］
いざという時に役立つホイッスルと「緊急連絡カード」が付いた名
札です。災害時などにスタッフの安全確保をサポートします。

インサートカップホルダー［サンナップ］
来客時に役立つカップホルダーは、キャンペーン展開や
お客様への営業ツールとして最適。会社名などを入れ
ることで、お客様からの印象もアップします。

アルミ枠ホワイトボード［日学］
ホワイトボードの罫と文字をセミオーダーで作製で
きます。ホワイトボード自体のサイズ（4サイズ）や
書体（丸ゴシック）、罫の種類（実線）、色（黒）をあら
かじめ固定にすることで低価格を実現。文言や罫線
は、お好みのデザインで作ることができます。

❶H-41❷10組～
❸￥450+名入れ諸費用+税/1組
❹－
❺校了後約20日～

❶LT4005❷50組～❸－※❹－❺校了後7営業日～

❶NL-18-RD/BU/GN
❷100枚～（50枚単位）❸￥2,300+名入れ諸費用+税/5枚
❹赤,青,緑❺校了後約4週間～

❶ICHL-5BK❷200個～（40個単位）
❸￥390+名入れ諸費用+税/5個
❹ブラック❺校了後約30日～

❶AT-14　罫引入❷1枚～
❸￥12,500+税/1枚（名入れ諸費用込み）
❹－❺校了後約2週間（都度回答）

▲

P186

▲

P213

▲

P350

▲

P641

▲

P815
※オリジナルインデックス用価格として、都度お見積り
　になります。詳細はお問い合わせください。

※説明紙は含まれません。

クルトガ［三菱鉛筆］
芯が回ってトガり続けること
で人気の「クルトガ」をお気
に入りのカラーリングにカス
タマイズ。「クルトガチョイス
カラー」はペン先8色、ノック
カバー8色から好きな色を
組み合わせるだけ。スクール
カラーや企業カラーに合わ
せて色を選び、さらにボディ
に名入れすることでアピー
ル力がアップします。

❶M5-450 （クルトガチョイスカラー専用品番：M5450MRN.1）
❷1000本～❸￥450+名入れ諸費用+税/1本❹白❺約１ヵ月～

▲

P542
※包装形態も選択できます。詳細については、お問い合わせください。

贈る相手や用途によって、名入れ商品を的確に選ぶと効果アップ。
アイデアとデザイン性で最適な名入れ商品をお選びください。第1部【目的で選ぶ】
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名入れの印刷にはそれぞれ特長があります。
商品の素材や形状によって印刷方法が異なるため、
名入れ商品を選ぶ際の参考にしてください。

第2部【印刷方法で選ぶ】 ❶品番❷最低ロット数
❸本体価格＋名入れ諸費用＋税/入数❹本体色❺納期
※納期は数量等によって異なります。事前にご確認ください。

基本情報

※名入れ画像はイメージです。サイズやカラーなどはお問い合わせください。

版に布（シルクやテトロン）を張り、布目の間からインクをヘラで擦って押し出し、
印刷物にインクをのせる方法で、さまざまなものに印刷できるため広く用いられています。

シルクスクリーン印刷
レーザーや機械で彫る名入れ方法です。半永久的に消えず、
格調高い仕上がりになるため、大切な記念品として喜ばれます。

彫刻（レーザー/機械）

凹版にインクを流し込みシリコンパッドに転写させて、
印刷物に押し付けてインクを転移させる方法で、比較的費用を抑えられます。

パッド印刷
箔押ししたい版を作成し、箔の裏面に接着剤を塗り、圧力と熱を加えることで箔を転写します。

金や銀など華やかで光沢感のある印刷方法。特別な記念品や贈答品に最適です。

箔押し

Good Point!
・大きなサイズで、広範囲に印刷できます。
・多色印刷にも対応。
・ボールペンのような円筒状のものにも回転させて
印刷可能。
〈注意点〉
・凹凸がある面への印刷には向きません。

Good Point!
・光沢があり、豪華で存在感のある印象になります。
・版の形状次第で凹凸面への印刷も可能です。
〈注意点〉
・細かい図柄は潰れたり、かすれることがあります。

Good Point!
・細かい線などもキレイに彫刻が可能です。
・半永久的に、名入れ加工状態を維持できます。
〈注意点〉
・基本的に着色はできません。
・レーザー彫刻の場合、熱で変質する素材への彫刻
はできません。

ABC ABCABC ABC

ABC
ABC

原　稿 インクを版にのせます 版からパッドに転写します パッドから本体に転写して完成

ABC ABCABCABC

原　稿 データ入力 レーザーや機械で彫ります 完　成

aa

原　稿 版を作成 圧力をかけます 完　成

a a aa
原　稿 製　版 プリント 完　成

Good Point!
・立体物や曲面などへの印刷が可能です。
・小さな文字や線もキレイに表現できます。
〈注意点〉
・パッドの大きさに制限があるため、広い面への名入れ
には向きません。
・ポリプロピレンへの印刷は、インクが剥がれやすくな
ります。

卓上クリーナー[アスカ］
力強い吸引力でデスクの上をキレイに掃
除できます。学校のほか、企業のアニバー
サリーなどのプレゼントとしても最適です。

小型電子辞書[カシオ］
国語、類語、英和、和英など10種類のコンテ
ンツを収録。入力しやすいJIS配列のキー
ボードです。学生はもちろん社会人への贈
り物にも。

❶DC01❷151台～
❸￥2,000+名入れ諸費用+税/1個
❹－❺校了後約2週間～

❶XD-C100E❷1台～
❸￥21,800+名入れ諸費用+税/1台
❹－❺校了後約2週間～

▲

P493

▲

P130

裏メッシュジャケット［カンセン］
前後と両袖部分に反射材が付いているので、夜でもよく
見えます。内側は総メッシュ仕上げ。イベントスタッフや
地域見回り用に最適です。
❶50201-015M/L/LL,50201-019M/L/LL,
　50201-063M/L/LL
❷1枚～❸￥3,900+名入れ諸費用+税/1枚
❹グリーン,イエロー,オレンジ❺校了後約3週間～▲

P695

クリアーホルダー
チャックタイプ［キングジム］
上と横の2ヵ所にチャックが付いている
ので、書類の脱落を防ぎます。顧客先へ
の提出書類用ホルダーとして会社名を
入れて備えておくと便利です。

フロス［ゼブラ］
スマートなデザインが印象的なデス
クペン。ペン本体と同色のスタンド
部分に名入れが可能です。

1000年ペーパー高級ノート
［アピカ］
高級感があるカバー付きのノートで、品質が
劣化しにくい紙を使っています。新年の販促
用ツールや企業の設立記念の贈り物などに
利用されています。

❶856-10❷1000枚～
❸￥500+名入れ諸費用+税/10枚
❹乳白
❺校了後約4週間～

❶BA65-GBK/GBL/GC❷1本～
❸￥800+名入れ諸費用+税/1本
❹グラスブラック,グラスブルー,
　グラスクリア
❺校了後約2週間～

❶NY19K❷50冊～
❸￥1,400+名入れ諸費用+税/1冊
❹－❺校了後約2週間～

▲

P221

▲

P535

▲

P382

スラリシャーボ2000［ゼブラ］
抜群の書き味が人気のエマルジョンインクを搭載した
シャーボ。落ち着いたカラーリングで贈り物に最適です。
❶SB27-BK/CGO/W/WR/NV❷1本～
❸￥2,000+名入れ諸費用+税/1本
❹黒,シャンパンゴールド,白,ワイン,ネイビー
❺校了後約2週間～

▲

P531

▲

P531

ビクーニャEX1シリーズ多機能ペン［ぺんてる］
高級感のあるデザインで、ビジネスシーンでの使用に最適。機械彫
刻で名入れし、彫った文字にクレヨンで色を付けてお届けします。
❶BXW1375A/B/C/P/V/W❷1本～
❸￥1,000+名入れ諸費用+税/1本
❹ブラック,レッド,ブルー,ピンク,バイオレット,パールホワイト
❺校了後約2週間～

▲

P029

レーザーポインター［サクラクレパス］
プレゼンの機会が多い方への贈り物としていま注目を集
めているのがレーザーポインター。見やすく、遠くまで照
射できるグリーンレーザーがオススメ。
❶RX-11G❷1個～❸￥15,000+名入れ諸費用+税/1個
❹－❺校了後約2週間～

ペンホルダーホルディー
［オープン］
さまざまな受付カウンターになじみや
すいスタンダードなデザインで、企業
名を名入れしたノベルティとしても人
気です。
❶PS-101❷50個～
❸￥800+名入れ諸費用+税/1個
❹黒
❺校了後約3週間～▲

P551

ペンカット［レイメイ藤井］
ペンスタイルのデザインで折りたためるので、ペンケースにも
収まります。実用性も高いので、記念品などとしても人気です。
❶SH601B/A/M/P/W❷100丁～
❸￥600+名入れ諸費用+税/1丁
❹ブラック,ブルー,グリーン,ピンク,ホワイト
❺校了後約3週間～▲

P284
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