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ご注文からご納品までの流れ

STEP1
お客様とのお打合せ

or

Mail（Main）

MailLogomark

Print

Illustra
tion

Photo

Tel

メールまたは電話にてデザインのイメージ
（用途、ターゲット、アピールポイント、デザイン
テイスト）をお聞かせください。

指示書、ロゴマーク、テキスト、画像・イラスト・
版下データ等、デザイン制作に必要な素材が
ございましたら、制作スタッフにお渡しください。

お伺いした内容を基に、デザインを制作開始
いたします。合わせて、担当者よりメールにて、
見積もりと確認用PDFをお送りいたします。
商品によっては流通の都合などで工場への確認などで
見積りの提出まで約2～5営業日ほどお時間をいただく場
合もございます。
（ステッカー、挨拶状、伝票、ユニホーム、ヘルメット、オフィ
ス・店舗装飾品、ポスティング 等。）

デザイン確認後、問題がなければ、印刷・
加工に入らせていただきます。
※納品（日時、場所）に関しましては、制作
スタッフまたは、営業担当にご相談ください。

STEP2
制作にまつわる素材のご提供

STEP3
デザイン内容のご確認

STEP4
デザイン確定～印刷・加工

お問い合わせ

Mail

TEL

FAX

制作費用

新規ご利用者様には登録のためこちらの項目も伺っております。
●会社名 ●会社名（フリガナ） ●代表者役職名 ●代表名（漢字フルネーム） ●代表名（カナフルネーム）
●事務所住所 ●電話番号 ●ご自宅住所 ●代表生年月日（西暦）　

制作
費用

印刷費 デザイン費 送料

月～金 9:00～18:00
（土日・祝祭日・当社指定定休日を除く）

web_payment@number-1.co.jp

カタログ表示価格は全て税抜き価格になります。

03-5843-5603
03-5843-5602

株式会社No.1で作成したデザインデータ（著作物）に関する著作権は株式会社No.1が所有者になります。
ご利用者は、当社より送信された内容確認用データにおいては、確認の為のみのご使用で、No.1の許可なくそれらを使用して制作物の作成などをすることは出来ません。
また、著作権の譲渡（制作デザインデータをお渡しする場合）に関しては著作権の買取金額が発生致しますのでご留意ください。https://number-1.co.jp/service/205-hansoku-kiyaku

著作権についてのご注意

●本カタログはいかなる部分も、いかなる方法によっても複製、または電子媒体に複写することを禁じます。
●本カタログに記載されている仕様は、予告なしに変更する場合があります。 

●本カタログに含まれている情報の正確性及び信頼性には万全を期しておりますが、株式会社No.1は、いかなる利用についても一切の責任を負わないものとします。 
●本カタログに記載の社名および製品名は、株式会社No.1ならびに各社の商標または登録商標です。

●本カタログの内容は2021年11月現在のものです。

No.1 Graphic Design

No.1グラフィックデザイン クリエイティブツールカタログ

Manufact by

No.1
Graphic
Design
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イラスト作成 P.26

制作事例 P.27
〜

オリジナル消耗品 P.15

ユニフォーム P.17

オフィス・店舗装飾品 P.19

ノベルティグッズ P.24

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.13

皆様の
No.1ビジネスパートナー

No.1が貴社の「起業」「採用」「集客」をもっと元気にします！

不慣れで手間のかかる名刺や封筒などの販促ツールの発注や
法人登録の際に必要不可欠な「ロゴマーク・印鑑・会社案内」などのツール、
また、「売り上げ向上に効果が期待できるデザイン」の販促物が欲しい、など、

様々な販促ツールのことでお悩み・ご希望がございましたら
是非とも、No.1までご相談ください！

「販促ツールの制作目的・活用方法が分からない」 
「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」
No.1
Graphic
Design
Creative Tool 
Catalog



◎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。

印刷物に最適なデジタルデータ（ベクター画像）に変換、作成するサービスです。

ユニホーム

ロゴマーク

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

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！（2ヶ月間以内）

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ヶ月間以内）

ヒアリング内容とは別のデザインの希望、また、無料対応での修正回数を
超えるデザイン・変更・追加などが発生した場合、以降1回の変更・追加
ごとに￥7,000（税抜き）が別途請求となります。ご了承ください。

繊細で詳細な絵柄、また、元画質が粗いなど再現できない場合もございます。
事前に内容を確認させていただき対応可能かどうか確認を
させていただきます。

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
トレースでデジタルデータ化して
シャープなラインの印刷が可能な

データを作成します。

印刷物からのスキャンデータや
Webからの画像を印刷すると、
印刷の仕上がりが右の様な
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・加工に最適な
データになります。

また、他の販促物制作にも
データを流用できます。

ロゴマーク

【ご注意】●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。（10セット以上のご購入で10%割引適応外）

￥2,500

￥3,000

100枚1セット（送料 ¥700）表モノクロ／裏モノクロ

￥2,000100枚1セット（送料 ¥700）片面モノクロ

￥2,200100枚1セット（送料 ¥700）片面フルカラー

100枚1セット（送料 ¥700）表フルカラー／裏モノクロ

100枚1セット（送料 ¥700）表フルカラー／裏フルカラー

￥2,800

用紙の種類は右記の9種類からお選びください。

完全フルオーダーデザイン名刺 デザイン料 ¥10,000 +印刷費 ）照参3P。すで金料途別はスーレト・成作クーマゴロ（ 

装飾なし縦名刺デザイン料 ¥3,000 

※現在ご使用中の名刺でご使用の特殊な書体・複雑なデザインなど再現できない場合もございます。その際はご了承ください。
スキャン画像などからのデザインの再現、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。

日本語表記との親和性が高く、老舗企業や“和”を重視する企業の名刺
として最適です。名刺を渡す相手に誠実で強い印象を与えます。

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　印刷代のみ＋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（1名様毎）¥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＋送料名刺データ保管期間は最終印刷日より1年間

書体や文字の大きさは自由に変更が可能です。

御社オリジナルのデザイン名刺を作成いたします。

当社作成の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（ツヤなし）のみご用意しています。ご相談ください。
※通常の名刺より納品までに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。

印刷後に抗菌加工性能を有するコーティング加工を施した名刺です。
名刺をお渡しする相手様に、安心感と好印象を与えます。

角丸加工オプション「ちょい丸」 +￥700

抗ウイルス・抗菌加工名刺始めました！

制作内容確認の翌日から 

▲

3営業日目

15：00前に印刷のご了承をいただいた場合 

▲

翌営業日

15：00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　発　送　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ジタルデータ化し、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 ％

10セット以上ご購入いただくと

いたします10送料無料 割引
（税抜き）

¥5,000(税抜き）以上で、一箇所分の送料無料になります。分納は一箇所につき¥700（税抜き)の送料が発生いたします。

名刺

（100枚毎）

（100枚毎）

P5-6名刺テンプレートからデザインを選ぶ（1案）　デザイン料 無料+印刷費＋送料¥700

43

【ご注意】 
●納品データ形式は、AIデータ／JPG／PNG／の中からご希望のデータ形式で納品いたします。●表示価格は全て消費税抜きの金額です。●現在、ロゴデータをお持ちでデータのカラー変換のみ
ご希望の場合はデータ変換料として¥5,000の料金となります。

ロゴマーク ／名刺

+￥500

●デザイン料￥30,000～（内容によりお見積りいたします） ●制作料￥10,000～（内容によりお見積りいたします）

く
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名刺

名刺デザイン無料テンプレート
■マークのものは色の変更が可能です。



87

　

◎特殊加工や特色（金・銀等）、当社指定のマットコート紙（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】●価格は概算となります。制作内容の詳細を確認の上、都度お見積りさせていただきます。●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。●いただいた情報以外の
構成内容のご提案、コピーライティングは、内容により費用が発生いたします。（オプション参照）●地図等のトレース、ロゴマーク・イラスト作成は別途費用が発生いたします。●デザインは
基本的に1案、デザイン修正は2回までとさせていただきます。●オンデマンド印刷につき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。

【ご注意】●価格は概算となります。制作内容の詳細を確認の上、都度お見積りさせていただきます。●地図等のトレース、ロゴマーク・イラスト作成、コピーライティングなどは別途費用が発
生いたします。（オプション参照）●修正は2回までとさせていただきます。●表示価格は全て消費税抜きの金額です。

制
作
の
流
れ

ご
納
品

【会社案内】A4／片観音6ページ 

【会社案内】A4／8ページ 

【施設案内】A4／三つ折りリーフレット

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。

シンプルな入社案内です。

【入社案内】A4／4ページ 

会社案内や入社案内は貴社のメリット、セールスポイントを伝えるための
効果的な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、貴社の情報を単に並べたものではなく、
魅力的で「実務に結びつける」ものをご提案いたします。

会社案内・入社案内

◎ご要望や制作内容により以下オプションが必要な場合、金額が変動いたします。ヒヤリング時にお客様のご要望を確認の上、合わせてお見積りいたします。

※No.1にて一からの制作内容の組み立てが必要な場合、下記オプションの企画・校正案が必要になります。

オプション

●訪問対応 ※東京23区・大阪市内／訪問が可能日のみの対応となります。
●企画・構成案作成（構成内容が決まっていない場合でのアイディア案）
●コピーライティング

¥10,000～
¥40,000～
要お見積り

●写真撮影 ※首都圏のみ、一回の撮影あたり20カットまで 1点あたり ¥50,000～
●画像加工・修正                                 1点あたり ¥10,000～
●地図制作（P10参照） 1点あたり   ¥9,800～

企画費 項目別デザイン費

会社案内・入社案内

企業の理念やコンセプト、
イメージ等のご要望をまずは
ヒアリングさせていただきます。
（構成案・ホームページなど先行して
いるものがあれば合わせて確認
させていただきます）

企画の方向性、
内容を確認後、
お見積りの
ご提出。
（約６営業日目）

お見積りに
ご了承いただき、
デザインを開始。
→ ご提出。
 （約６営業日目）

内容とデザインに
お客様のご了承を
いただいてから
印刷・加工開始。
約７営業日で納品。

●デザイン・制作費は随時お見積りとなります。　企画校正費・デザイン・サイズ・部数・下記オプション追加により変動いたします。
【価格例として】 
A4 フルカラー_4P／500部の場合   デザイン：¥120,000／印刷：¥18,800／送料：¥1,200  合計_¥140,000／企画・校正案は含まず
A4 フルカラー_16P／500部の場合  デザイン：¥480,000／印刷：￥70,800／送料：¥1,200  合計_¥552,000／企画・校正案は含まず

実際の対面でのミーティングに代わってオンラインでのミーティングが定着化してきています。
そんな時代に適応した新しいスタイルの名刺代替ツールです。

「Zoom」や「GoogleMeet」でのオンラインミーティング時のモニターの背景に
名刺代わりとなる自身の情報を投影することで自身や会社の印象づけやアピールを図り、

初対面の方とのオンラインミーティングでもスマートなコミュニケーションを図ることができます。
また、背景に会社サイトのQRコードや会社のキャッチコピーなどをレイアウトすることで

自社のアピールの強化や刷り込みにもつながります。

オンライン名刺（オンラインミーティング用背景画像）

背景画像デザイン1点あたり  ¥28,000（素案は2案ご提案いたします。デザインの確定後、画像をデータで納品いたします。）（JPEG画像） 

背景デザインの追加  バリエーションなど追加デザイン  ¥14,000／1案
決定したデザインを流用して追加するスタッフなどの名前や肩書き部分などを差し替えた背景画像作成の場合　¥7,000／1人

◎その他、文字部分編集を可能にしたい場合は内容を確認の上、別途お見積りいたします。

皆様のNo.1ビジネスパートナー

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

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

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

東京中央支店

難波 湾
法人事業本部

東京中央支店
法人事業本部

日本の会社を元気にする
一番の力へ。

日本の会社を元気にする
一番の力へ。

日本の会社を元気にする
一番の力へ。

カジュアルな印象づけの背景イメージなど

難波 湾

難波 湾

皆様のNo.1ビジネスパートナー

皆様のNo.1ビジネスパートナー
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企業宣伝ツール A4/6ページ 片観音 パンフレット・カタログ
●デザイン料￥180,000～+印刷費
最小ロット100部

100部（送料 ¥700）
300部（送料 ¥700）
500部（送料 ¥1,200）

1,000部（送料 ¥1,200）

構成内容にご了承いただいた翌日から
▲

5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　発　送　日

制作内容確認の翌日から

▲

6営業日目構成案ご提出

両面フルカラー
￥31,800

￥40,800
￥36,800

￥53,800

●印刷費

ポケット付きファイル
●デザイン料（片面～） ￥25,000～+印刷費
最小ロット100部

100部（送料 ¥700）
300部（送料 ¥700）
500部（送料 ¥1,200）

1,000部（送料 ¥1,200）

制作内容確認の翌日から

▲

5営業日目

印刷のご了承をいただいた翌日から 

▲

7営業日目

デザインご提出

ご　発　送　日

片面フルカラー
￥79,600

￥91,500
￥85,500

￥107,500

両面フルカラー
￥110,200

￥125,300
￥117,700

￥144,800

●印刷費

100部（送料 ¥700）
300部（送料 ¥700）
500部（送料 ¥700）

1,000部（送料 ¥700）
1,500部（送料 ¥700）

A4・B5サイズ/チラシ

構成内容にご了承いただいた翌日から

▲

5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　発　送　日

制作内容確認の翌日から

▲

5営業日目構成案ご提出

最小ロット100部

片面フルカラー
￥5,300

￥7,300

￥9,300

￥6,300

￥8,300

￥6,000

￥8,000

￥11,000

￥7,000

￥9,500

両面フルカラー
￥7,000

￥9,000

￥12,800

￥8,500

￥10,800

片面フルカラー／片面モノクロ

●片面デザイン料￥30,000～
●両面デザイン料￥60,000～  +印刷費

●印刷費

A4/三つ折り リーフレット
●デザイン料￥65,000～+印刷費
最小ロット100部

100部（送料 ¥700）
300部（送料 ¥700）
500部（送料 ¥700）

1,000部（送料 ¥700）
１,５00部（送料 ¥700）

構成内容にご了承いただいた翌日から

▲

5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　発　送　日

制作内容確認の翌日から

▲

5営業日目構成案ご提出

両面フルカラー
￥9,800

￥12,800

￥15,800

￥10,800

￥13,800

●印刷費

企業宣伝ツール

◎用紙は当社取り扱い用紙のマットコート紙（ツヤなし）かコート紙（光沢紙）からお選びいただけます。それ以外の用紙をご希望の場合は、別途
　お見積りいたします。また、特殊加工や特色（金・銀等）は、内容を確認の上、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。◎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、ご要望をお聞きして、お見積りいたします。

【ご注意】●価格は概算となります。制作内容の詳細を確認の上、都度お見積りさせていただきます。●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。●地図作成、ロゴマーク・イラスト作成は別途費用が発生いたします。●デザインは基本的に1案、デザイン修正は2回までとさせて
いただきます。●オンデマンド印刷につき色校正は別途費用が発生いたします。

A4/4ページ パンフレット
●デザイン料￥120,000～+印刷費
最小ロット100部

100部（送料 ¥700）
300部（送料 ¥700）
500部（送料 ¥1,200）

1,000部（送料 ¥1,200）

構成内容にご了承いただいた翌日から

▲

5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　発　送　日

制作内容確認の翌日から

▲

5営業日目構成案ご提出

両面フルカラー
￥15,800

￥18,800
￥16,800

￥20,800

●印刷費

企業PR、商品の拡販には多種多様な販促ツールがあります。
当社では、豊富な経験を持つデザイナー、ディレクターが、
予算も踏まえ最適なツールのご提案をいたします。

また、デザイン・コピー制作から印刷まで、トータルにワンストップでご対応いたします。

企業PR、商品の拡販には多種多様な販促ツールがあります。
当社では、豊富な経験を持つデザイナー、ディレクターが、
予算も踏まえ最適なツールのご提案をいたします。

また、デザイン・コピー制作から印刷まで、トータルにワンストップでご対応いたします。

A4/8～16ページ パンフレット・カタログ
●デザイン料 8ページ ￥240,000～

12ページ ￥360,000～    +印刷費
16ページ ￥480,000～

最小ロット100部

100部（送料 ¥700）
300部（送料 ¥700）
500部（送料 ¥1,200）

1,000部（送料 ¥1,200）

制作内容により変動いたします。

印刷のご了承をいただいた翌日から 

▲

7営業日目

デザインご提出

ご　発　送　日

制作内容により変動いたします。構成案ご提出

8ページ
￥45,800

￥50,800
￥48,800

￥58,800

12ページ
￥53,800

￥62,800
￥58,800

￥75,800

16ページ
￥59,800

￥70,800
￥66,800

￥82,800

●印刷費
両面フルカラー

◎用紙は当社取り扱い用紙のマットコート紙（ツヤなし）かコート紙（光沢紙）からお選びいただけます。それ以外の用紙をご希望の場合は、別途
　お見積りいたします。また、特殊加工や特色（金・銀等）は、内容を確認の上、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。◎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、ご要望をお聞きして、お見積りいたします。

【ご注意】●価格は概算となります。制作内容の詳細を確認の上、都度お見積りさせていただきます。●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。●地図作成、ロゴマーク・イラスト作成は別途費用が発生いたします。●デザインは基本的に1案、デザイン修正は2回までとさせて
いただきます。●オンデマンド印刷につき色校正は別途費用が発生いたします。

地図制作は会社案内、移転案内には必須であり、
貴社の場所を教える大事なツールです。

地図制作

※仕上がりの一例です。

【ご注意】●納品データ形式は、JPG／GIF／PNG／AIになります。●地図の修正は2回までとさせていただきます。
●2回数を超える追加の修正については、1回事の修正につき、￥3,000の別途費用が発生いたします。

制作内容確認の翌日から

▲

5営業日目デザインご提出

インターネットの地図情報をベースに制作

￥９,８０0～

印刷物などからの地図復元（トレース）

￥９,８００～

｝
｝
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◎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、ご要望をお聞きして、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。◎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、ご要望をお聞きして、お見積りいたします。

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～
◎リスト抽出に関してなど、わからないことなどは、随時ご説明させていただきます。
◎納品はモノクロデータのPDFデータでの納品となります。

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
から送信サービスまで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

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～/1枚

●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ポスト投函す
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～/1枚

¥6.5～/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。
・配布地域、配布範囲、季節によって単価が変動いたしますので
  ご要望をお聞きして、お見積りさせていただきます。

・配布地域、配布範囲、季節によって単価が変動いたしますので
  ご要望をお聞きして、お見積りさせていただきます。
※手配料¥5,000が別途必要になります。

ダイレクトメール・挨拶状への宛名印字・発送代行

￥60,000

ご利用の流れ

デザイン・印刷はもちろん宛名を印字しての発送代行や
新聞へ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＋代行費用

ハガキ宛名印字・発送手続き代行 5000件の場合

※下記金額に郵券代（送料）は含まれません。　※郵券代が発生する場合は前入金でのご対応となります。

◎用紙はマットコート135kgでのご対応となります。それ以外の紙をご指定の場合は別途お見積りとなります。
◎特殊加工や特色（金・銀等）は、別途お見積りいたします。
◎折加工せず展開（広げた）状態での納品となります。

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
サイズ：110×91㎜、182×55㎜

最小ロット100部

最小ロット1000部

500部（送料 ¥700）

1000部（送料 ¥700）

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　発　送　日

片面モノクロ

￥6,500

￥8,000

1,500部（送料 ¥700）

2,000部（送料 ¥1,200）

￥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

1,000部（送料 ¥1,700）

2,000部（送料 ¥1,700）

3,000部（送料 ¥1,700）

片面フルカラー

￥19,000

￥25,000

5,000部（送料 ¥1,700） ￥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。　

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
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　発　送　日

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　発　送　日

●印刷費

◎ダイレクトメールの用紙はマットコート紙（ツヤなし）かコート紙（光沢紙）からお選びいただけます。挨拶状の用紙は都度ご案内させていただきます。
◎特殊加工や特色（金・銀等）は、別途お見積りいたします。　

【ご注意】●価格は概算となります。制作内容の詳細を確認の上、都度お見積りさせていただきます。●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。●地図作成、ロゴマーク・イラスト作成は別途費用が発生いたします。●デザインは基本的に1案、デザイン修正は2回までとさせて
いただきます。●オンデマンド印刷につき色校正は別途費用が発生いたします。

挨拶状セット（挨拶状・封筒）
●デザイン料￥15,000～

定形サイズ：封筒162×114㎜
　　　　　 Wカード 204×154㎜

100部（送料 ¥700）

300部（送料 ¥700）

500部（送料 ¥700）

1,000部（送料 ¥700）

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　発　送　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

1,500部（送料 ¥700）

2,000部（送料 ¥1,200）

￥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 ※下記金額に郵券代（送料）は含まれません。　※郵券代が発生する場合は前入金でのご対応となります。

印刷費＋送料は要お見積り

最小ロット100部

※仕様・宛名印字 /郵券代
　封入封かんの有無により変動する為。

片面フルカラー

50部（送料 ¥700）

100部（送料 ¥700）

50×50㎜以内

300部（送料 ¥700）

200×100㎜以内

500部（送料 ¥700）

￥25,000

￥29,000

￥36,000

￥47,000

￥37,000

￥59,000

￥128,000

￥210,000

ステッカー（50×50㎜以内・200×100㎜以内）
●デザイン料￥5,000～
印刷費＋送料は要お見積り

最小ロット50部●印刷費（概算）

1 0 0 0 0 1 1
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企業宣伝ツール/制作事例

【ご注意】●価格は概算となります。制作内容の詳細を確認の上、都度お見積りさせていただきます。●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。●地図作成、ロゴマーク・イラスト作成は別途費用が発生いたします。●デザインは基本的に1案、デザイン修正は2回までとさせて
いただきます。●オンデマンド印刷につき色校正は別途費用が発生いたします。



1４1３

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
中身が透けにくいホワイトケント

クラフト ホワイトケント

窓付き長3封筒は基本はこの3タイプでの対応となります。 カラー封筒をご希望の際はご相談ください。

ブルー

既製 洋長3封筒
最小ロット100部
定形サイズ：120×235㎜
縦・横どちらにも対応可

囲
範
能
可
刷
印

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　発　送　日

下記の封筒色からお選びください。

332
㎜

235㎜

既製 窓付き長3封筒 ※テープ加工無し
最小ロット100部
定形サイズ：120×235㎜
縦・横どちらにも対応可

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　発　送　日

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　発　送　日

印刷可能範囲

印刷可能範囲

印刷可能範囲

120㎜

235㎜

120㎜

240㎜

A4の書類が折らずに入れられます。

【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。●地図作成、ロゴマーク・イラスト作成は別途費用が発生いたします。
●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。

◎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りいたします。◎データの保管期間は1年間になります。
◎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、ご要望をお聞きして、お見積りいたします。

◎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りいたします。◎データの保管期間は1年間になります。
◎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、ご要望をお聞きして、お見積りいたします。

囲
範
能
可
刷
印

お届けものや送付に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のデータ化も承ります。

【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。●地図作成、ロゴマーク・イラスト作成は別途費用が発生いたします。
●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。

235
㎜

初回
レイアウト料
¥3,000

+印刷費＋送料
増刷時に修正がなければ
こちらは含まれません。

住所変更など文言のみの修正は¥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。

定形封筒

1,000部（送料 ¥1,700） ￥14,800￥14,000

定形封筒

￥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）

300部（送料 ¥700）

500部（送料 ¥1,200）

800部（送料 ¥1,700）

￥6,000

￥11,000

￥3,500

￥6,700

￥4,800

￥10,000800部（送料 ¥1,700） ￥11,000￥10,000

1,000部（送料 ¥1,700） ￥12,000￥11,000

●印刷費

￥5,800

￥9,800

表面モノクロ印刷 表面フルカラー印刷

100部（送料 ¥700）

300部（送料 ¥700）

500部（送料 ¥1,200）

800部（送料 ¥1,700）

￥7,800

￥12,800

￥5,000

￥8,800

￥6,800

￥11,200

●印刷費

1,000部（送料 ¥1,700）

表面モノクロ印刷 表面フルカラー印刷

100部（送料 ¥700）

300部（送料 ¥700）

500部（送料 ¥1,200）

800部（送料 ¥1,700）

￥14,800

￥6,000

￥9,800

￥8,０00

￥12,800

￥15,800

￥7,000

￥10,800

￥9,０00

￥13,800

●印刷費

※水のり付き封筒にもご対応いたします。

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
中身が透けにくいホワイトケントブルー

既製 角2封筒 ※テープ加工無し
最小ロット100部
定形サイズ：240×332㎜
縦・横どちらにも対応可

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　発　送　日

1,000部（送料 ¥1,700） ￥22,500￥20,000

￥4,800

￥13,500

表面モノクロ印刷 表面フルカラー印刷

100部（送料 ¥700）

300部（送料 ¥700）

500部（送料 ¥1,200）

800部（送料 ¥1,700）

￥9,600

￥20,500

￥4,000

￥12,500

￥9,000

￥16,800

●印刷費

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

既製 長3封筒 ※テープ加工無し
最小ロット100部
定形サイズ：120×235㎜
縦・横どちらにも対応可
※長3封筒のみ郵便枠有・無の両方をご用意しています。

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
※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。

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2- 内幸町平和ビル19階 TEL.00-0000-0000  FAX.00-0000-0000

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2- 内幸町平和ビル19階
TEL.00-0000-0000  FAX.00-0000-0000

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2- 内幸町平和ビル19階
TEL.00-0000-0000  FAX.00-0000-0000

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2- 内幸町平和ビル19階　TEL.00-0000-0000  FAX.00-0000-0000

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2- 内幸町平和ビル19階　TEL.00-0000-0000  FAX.00-0000-0000

ホワイト／サイド貼り・セル窓（透明）
中身が透けにくいプライバシー保護



オリジナル消耗品・オフィス備品

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

▲

5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　発　送　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　発　送　日

ゴム印のべ板（10×10㎜） ゴム印合わせ判（1行）

￥200 ￥2,2001点（送料 ¥700）

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

「電子印鑑」にも対応しております
仕上がりサイズなどの詳細はご注文時にご確認ください。

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 1個 ¥2,500

●ＶＩＰケース
1個 ¥1,500

￥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。

【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、別途費用が発生いたします。　●3本セット=実印・銀行印・角印　

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￥700）

1点（送料￥700）

1点（送料￥700）

1点（送料700円） 丸印 角印1点（送料700円） 丸印 角印1点（送料700円） 丸印 角印1点（送料￥700）

丸印

￥7,250

角印

￥7,250

1点

※データの変更は別途 ¥3,000発生する場合がございます。

◎上記仕様は一例でございます。 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回のご納品につき、印刷代に加え上記送料が加算されます。●ナンバリング等の加工は別途費用が発生いたします
●構成内容のご提案、コピーの作成は、別途費用が発生いたします。　●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。

オリジナル伝票（ミシン目・穴あけ加工あり、下敷き付き）
●デザイン料￥20,000～+印刷料
最小ロット
2枚複写50組み×50冊

2枚複写50組み×50冊（送料 ¥1,000）

2枚複写50組み×100冊（送料 ¥1,000）

制作内容確認の翌日から

▲

5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　発　送　日

A5 2枚複写モノクロ印刷

￥48,000

￥62,000

2枚複写50組み×300冊（送料 ¥1,000）

2枚複写50組み×500冊（送料 ¥1,500）

￥135,000

￥200,000

B6 2枚複写モノクロ印刷

￥46,000

￥58,000

￥127,000

￥190,000

【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、別途費用が発生いたします。
●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。

クリアファイル
●デザイン料￥15,000～+印刷費
最小ロット100枚
サイズ：220×310㎜

制作内容確認の翌日から

▲

5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　発　送　日

伝票やクリアファイル、印鑑等のオリジナル制作も承っております。
オリジナルの消耗品・備品は、会社や店舗に対する信頼感を自然と印象づけるのに最適なツールです。
まずはお気軽にお問い合わせください。 お客様のご要望に沿った最適なご提案をいたします。

写真はイメージです。

100枚（送料 ¥700）

300枚（送料 ¥700）

単色・箔押し

￥60,000

￥68,900

￥50,000

500枚（送料 ¥1,000）

1,000枚（送料 ¥1,000） ￥95,000

1,500枚（送料 ¥1,500） ￥110,000

2,000枚（送料 ¥1,500） ￥125,000

オリジナル消耗品・オフィス備品

●印刷費

●印刷費

●印刷費

1６1５
◎表示価格は全て消費税抜きの金額です。◎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、ご要望をお聞きして、お見積りいたします。



１８

ヘルメット

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
¥5,000～ ¥3,000～

プリント代（1個）
¥3,500～
送料版代

¥6,000～
※1年間保管いたします。 ※40×50㎜以内

◎都度在庫をご確認しておりますので、在庫は常に流動しており欠品する場合がございます。予めご了承ください。◎都度工場へ金額や在庫等をご確認しておりますので、
お見積りご提出までにお時間を頂戴しております。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、内容
に適したヘルメットをご用意させていただき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。

◎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。◎都度在庫をご確認しておりますので、在庫は常に流動しており欠品する
場合がございます。予めご了承ください。◎都度工場へ金額や在庫等をご確認しておりますので、お見積りご提出までにお時間を頂戴しております。予めご了承ください。

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％

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

概
算
料
金

¥1,500～
送料

ユニホーム・ヘルメット
● ウェア代：￥1,100～
＋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
¥1,100～

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
¥15,000～

※1年間保管いたします。 ※100×100㎜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。  

ユニホーム・ヘルメット

写真はイメージです。

バートル／5512 綿100％リップクロスカーゴパンツ

1７

カーゴパンツ（春夏仕様）
ジーベック／2296 ストレッチカーゴパンツ フルハーネス対応

・最小ロット1枚
・カラー：サンドベージュ
 ネイビーブルー
 アーミーグリーン
 杢（もく）ブルー
 杢（もく）グレー
・サイズ：S～5L
・素材：ストレッチランダムヘリンボーン
 （ネイビーブルー、サンドベージュ、アーミーグリーン）  

 ストレッチ杢調ヘリンボーン
 （杢ブルー、杢グレー）

 混率（綿97％・ポリウレタン3％）

● ウェア代：￥6,000～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

・ストレッチ素材で動きやすい細身シルエット
・やわらかい質感とこだわりのヘリンボーン生地
・左カーゴポケットはプリントファスナー仕様
・左右ポケットはマチ付きで収納力アップ
・フルハーネス対応写真はサンドベージュ

長袖ブルゾン（春夏仕様）
ジーベック／2293 ストレッチ長袖シャツ フルハーネス対応

 
● ウェア代：￥6,000～
＋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：サンドベージュ
 ネイビーブルー
 アーミーグリーン
 杢（もく）ブルー
 杢（もく）グレー
・サイズ：S～5L
・素材：ストレッチランダムヘリンボーン
 （ネイビーブルー、サンドベージュ、アーミーグリーン） 

 ストレッチ杢調ヘリンボーン
 （杢ブルー、杢グレー）

 混率（綿97％・ポリウレタン3％）

・ストレッチ素材で動きやすい細身シルエット
・やわらかい質感とこだわりの
　ヘリンボーン生地
・袖口アジャスト仕様
・背面にプリント加工可能
・フルハーネス対応

写真はサンドベージュ

スタイリッシュカーゴパンツ（春夏仕様）

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

スタイリッシュジャケット（春夏仕様）

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。

・男女兼用
・最小ロット1枚
・カラー： ネイビー
 シルバー
 カーキ
 マーベリック
・サイズ： SS～5L
・素材：綿100％ リップクロス、
　製品洗い加工

・男女兼用
・最小ロット1枚
・カラー： ネイビー
 シルバー
 カーキ
 マーベリック
・サイズ： S～6L
・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

・ヴィンテージ感のあるデザインでありながら、
  綿100％の着心地が 魅力です
・背アームノーフォーク採用
・右胸にPhone収納ループ
・ウエストドットアジャスター

写真はマーベリック 写真はマーベリック

・ヴィンテージ感のあるデザインでありながら、
  綿100％の着心地が 魅力です
・チノクロス（綿100%）、製品洗い加工
・ピスフラップ（左・ドットボタン止め）
・Phone収納ポケット（左）
・長財布・レベルブック収納ポケット

長袖ブルゾン（秋冬仕様）

● ウェア代：￥6,500～
＋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： サンドベージュ
 ネイビーブルー
 ダークグリーン
・ サイズ：S～5L
・素材：ウエポンストレッチ
 （綿97％・ポリウレタン3％）

ジーベック／2280 ストレッチブルゾン フルハーネス対応

・立体設計と細身シルエット
・襟後にファスナー付き、
  中に折りたたみ式のフード付き
・右胸ポケットはマジックテープ仕様
・左胸ポケットは縦に開くファスナーポケット
・動きやすいストレッチ素材と立体設計
・背面にプリント加工可能
・フルハーネス対応

写真はサンドベージュ

カーゴパンツ（秋冬仕様）

● ウェア代：￥5,500～
＋データ作成費＋版代＋プリント代＋送料

ジーベック／2283 ストレッチカーゴパンツ フルハーネス対応

・最小ロット1枚
・カラー： サンドベージュ
 ネイビーブルー
 ダークグリーン
・ サイズ：S～5L
・素材：ウエポンストレッチ
 （綿97％・ポリウレタン3％）

・立体設計と細身シルエット
・ストレッチ素材なのでつっぱり感も解消
・綿特有のやわらかで肌触りの良い質感
・フルハーネス対応

写真はサンドベージュ

バートル／5511 綿100％リップクロスジャケット



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ツールの立地やスペースに応じた最適なご提案をいたします。

また、小ロットのプリント、印刷・加工にも対応いたしております。

【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。●地図作成、ロゴマーク・イラスト作成は別途費用が発生いたします。 ●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。●価格はオンデマンド印刷の場合です。ご注文枚数が多い場合はオフセット印刷の為、都度お見積り致します。

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　発　送　日

A2サイズ

￥2,100（送料 ¥1,500）

￥12,400（送料 ¥2,000）
￥7,000（送料 ¥1,500）

B3サイズ

￥1,600（送料 ¥1,500）

￥8,500（送料 ¥2,000）
￥4,900（送料 ¥1,500）

B2サイズ

￥2,600（送料 ¥1,500）

￥16,400（送料 ¥3,000）
￥8,800（送料 ¥2,000）

B1サイズ

￥3,900（送料 ¥1,500）

￥29,800（送料 ¥5,000）
￥16,000（送料 ¥3,000）

B0サイズ

￥5,800（送料 ¥2,000）

￥45,700（送料 ¥8,000）
￥23,300（送料 ¥4,000）

A1サイズ

￥3,300（送料 ¥1,500）

￥17,800（送料 ¥3,000）
￥9,900（送料 ¥2,000）

A0サイズ

￥4,800（送料 ¥2,000）

￥30,800（送料 ¥8,000）
￥15,900（送料 ¥4,000）

1部
5部
10部

●印刷費

オフィス・店舗装飾品

【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

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　発　送　日

●看板のデザイン・制作費は随時お見積りとなります。　取付現地確認・サイズ・デザイン・素材により変動いたします。
最小ロット／ 1シート

【ご注意】●プレート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。

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　発　送　日

●プレートのデザイン・制作費は随時お見積りとなります。　取付場所・サイズ・デザイン・素材により変動いたします。
最小ロット／ 1シート

オフィスの顔や目印となる社名プレートはデザインはもちろん素材もお選びすることが可能です。オフィスの顔や目印となる社名プレートはデザインはもちろん素材もお選びすることが可能です。

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。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・店舗装飾品

【ご注意】
●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。

【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。

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。

ステンレスヘアラインプレート 透明塩ビP+アクリルプレート

写真はイメージです。

イーゼルは別途料金になります。

◎看板の運搬・設置費用が別途発生いたします。また、設置場所の素材や取り付け位置により取り付け方法や高所作業費などの費用が異なります。◎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。◎都度工場へ金額や在庫等をご確認しておりますので、お見積りご提出までにお時
間を頂戴しております。予めご了承ください。

2０１９

◎用紙は当社取り扱い用紙のマットコート紙（ツヤなし）かコート紙（光沢紙）からお選びいただけます。それ以外の用紙をご希望の場合は、別途お見
積りいたします。また、特殊加工や特色（金・銀等）は、内容を確認の上、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。◎上記仕様
は一例でございます。また、取り付け方法やパネル加工などをご希望の場合、内容により金額が異なりますので、ご要望をお聞きして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。◎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、ご要望をお聞きして、お見積りいたします。
◎都度工場へ金額や在庫等をご確認しておりますので、お見積りご提出までにお時間を頂戴しております。予めご了承ください。



歩行者に御社の存在を知ってもらうには圧倒的な訴求が必須です！
室内外で使用可能なティアドロップタイプ（涙型）のフラッグです。
以下の3つの項目に１つでの当はまる方は是非、ご検討ください。

ティアドロップ
TD250

商品名 素材 付帯部材 片面印刷

ポール  : アルミ
フラッグ : ポリエステル

フラッグ、ポール、キャリーケース、
アジャスタブルスライダー

+
下記オプション①②③のどれか一つ

￥18,500

フラッグ単体
（全サイズ共通）

商品名 素材

ポリエステル

ティアドロップ
TD350 ￥19,500

ティアドロップ
TD390 ￥20,500

システムバックパネル
BP-2300

商品名 素材 付帯部材 価格

フレーム    ： アルミ
バナー生地 ： ポリエステル

フレーム    ： アルミ
バナー生地 ： ポリエステル       

ポリエステル

ポリエステル

4辺ベルクロテープ付き全面シート
システムパネル、収納ケース

システムバックパネル
BP-3020

シートのみ
BP-2300

シートのみ
BP-3020

4辺ベルクロテープ付き全面シート
システムパネル、収納ケース ￥99,000

￥91,000

￥30,000

￥22,0004辺ベルクロテープ付き全面シート

4辺ベルクロテープ付き全面シート

ティアドロップ
TD450 ￥22,500

両面印刷

￥21,000

片面印刷

￥9,000

両面印刷

￥11,500

￥22,000

￥23,000

￥25,000

◎フラッグの設置を当社でのご希望の際は費用は別途発生いたします。 
　地域や設置場所、設置方法などにより多少費用が異なりますので、
　状況を確認後、都度お見積りさせていただきます。

制作内容確認の翌日から

▲

5営業日目

印刷のご了承を頂いた翌日から

▲

約2週間後（約10営業日目）

デザインご提出

ご　発　送　日

制作内容確認の翌日から

▲

5営業日目デザインご提出 印刷のご了承を頂いた翌日から

▲

約2週間後（約10営業日目）ご　発　送　日

●デザイン料￥14,000～＋下記フラッグセット価格＋送料（サイズにより要お見積り）
 デザイン料金はあくまでも概算（目安）です。随時お見積りさせていただきます。  
サイズ・デザインの内容により価格が変動いたしますのでご留意ください。

●デザイン料￥14,000～ デザイン料金はあくまでも概算（目安）です。随時お見積りさせていただきます。  
サイズ・デザインの内容により価格が変動いたしますのでご留意ください。

TD250 TD350 TD390 TD450

【ご注意】 ●価格は概算となります●地図作成、ロゴマーク・イラスト作成は別途費用が発生いたします。●デザインは基本的に1案、デザイン修正は2回までとさせていただきます。
●フルカラーでのプリント対応となります。特色での対応／色校正はございませんのでご了承ください。

オプション① オプション② オプション③

付帯部材

無し

オフィス・店舗装飾品

サイネージフラッグ（登り旗）・ブース

オフィス・店舗装飾品

ティアドロップタイプフラッグ／1本セットでのサイズ別の価格

フラッグ単体の価格

注目度アップ間違いなし！ 
システムバックパネルの
イベントサイネージブース

●一般の店頭などでのご使用の場合、推奨フラッグは「TD350」をお勧めします。  
※最低注文数は2本からのオーダーが可能。 

ティアドロップタイプフラッグ／サイズと名称 催事・イベントなどで統一したイメージで
御社のアピールをより高める
サイネージセットです。

2221

他店の「のぼり」との
「違い」を出したい！

自分達の「売り」を
直接訴求したい！

季節に応じた内容に
刷新していきたい！

500mm 500mm 500mm 500mm

650mm

1,470mm 1,850mm

750mm

1,970mm

2,350mm

2,200mm

1,000mm

2,700mm

2850mm

1,150mm

3,350mm

（ポール2500mm）

（ポール3,500mm）

（ポール3,900mm）

（ポール4,500mm）

身長
1,730mm

例／メイン商品である
クラフトビールラベル
のデザインイメージを
フラッグに反映

◎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、ご要望をお聞きして、お見積りいたします。

平地に設置する テントの支柱に
設置する 地面に打ち込む

アンカー杭クロスベース
＆ウォーターバッグ
×1セット

クランプ
×1本 ×1本

※オプション価格はすべて別売可能 1点各￥2,500



ノベルティグッズ ※価格は都度お見積りいたします。
※デザイン費が別途発生いたします。

※写真はイメージになります。

A2壁掛けカレンダー
最小ロット100冊　サイズ：W420×H610㎜（A2）
名入れサイズ：W380×H65㎜以内　名入れ：モノクロプリント

● 一冊あたり￥550～

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：W１８８×H１５５㎜
名入れサイズ：W１００×H１３㎜以内
名入れ：１色（箔押し金or銀）※ベタ印刷のみ、写真、グラデ―ション、アミ表現不可

● 一冊あたり￥495～

名入れフェイスタオル
最小ロット100枚　サイズ：W340×H850㎜
素材：綿100％ 20０匁（国内生産）　
名入れサイズ：W２５０×H70㎜以内
名入れ：１色※ベタ、グラデ―ション、アミ表現不可

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）W35×H6㎜以内 
　　　　　　（フルカラープリントプリント）W４０×H７㎜以内

● 本体代：一枚あたり￥440～+版代　
● 版代：￥3,850

● フルカラープリント本体代：一本あたり￥385～

● モノクロプリント本体代：一本あたり￥275～

蛍光ツインボールペン蛍光ツインボールペン蛍光ツインボールペン蛍光ツインボールペン

うちわ

パティントシャープペン 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）W50×H5㎜以内
　　　　　　（フルカラープリント）W40×H4㎜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：W45×H5㎜以内

最小ロット100冊 サイズ：W75×H105㎜
50枚綴り

● 本体代：一冊あたり￥715～
● フルカラープリント本体代：一本あたり￥385～
● モノクロプリント本体代：一本あたり￥275～

● 1色プリント（DIC色）：一本あたり￥275～

片面・両面同デザイン／両面別デザイン
レギュラー／コンパクト／ミドル価格変わらず
W240×H170㎜
最小ロット100本

うちわうちわうちわ エコバック

● 一本あたり
￥200～

うちわうちわうちわうちわ エコバック
展開時：W295×H345×マチ105㎜
折畳み時：W105×H55×厚20㎜
最小ロット100個

うちわ
原材料名：水（富士山の地下水・鉱水）
内容量：200ml（500mlも有）
20本/１カートン
最小ロット 300本～
片面フルカラー印刷
ラベル巻き付け納品

うちわうちわミネラルウォーター ラベル入りカイロ
カイロ：約W105×H82㎜
カイロのパッケージ：約W140×H110㎜
個別透明袋入れ
最小ロット 100個

● 一個あたり ￥400～

● 200mlボトル
一本あたり
￥500～

● 一個あたり ￥200～

2423

● 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　発　送　日

【ご注意】●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。
●送料はそれぞれ別途かかります。サイズ等で変動いたしますので都度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

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 ご納品作成のご了承

◎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￥27,500～  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

● 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　発　送　日

【ご注意】●文字のトレースや新規ロゴデザインには、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。
●送料はそれぞれ別途かかります。サイズ等で変動いたしますので都度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。

マグネットシート
マグネットシートは社名を扉に貼るだけではなく、車などに貼り、マークや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御社の社名を街行く人にアピールするツールです。

オフィス・店舗装飾品 ／ ノベルティグッズ

◎表示価格は全て消費税抜きの金額です。◎価格は相場や数量等で変動いたしますので、都度お見積りいたします。◎都度在庫をご確認しておりますので、在
庫は常に流動しており欠品する場合がございます。予めご了承ください。◎都度工場へ金額や在庫等をご確認しておりますので、お見積りご提出までにお時間
を頂戴しております。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。◎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、ご要望をお聞きして、お見積りいたします。◎都度
在庫をご確認しておりますので、在庫は常に流動しており欠品する場合がございます。予めご了承ください。◎都度工場へ金額や在庫等をご確認しております
ので、お見積りご提出までにお時間を頂戴しております。予めご了承ください。

◎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。◎カッティングシートの貼り付け可否確認は別途、事前の現地調査費が
発生する場合がございます。◎都度工場へ金額や在庫等をご確認しておりますので、お見積りご提出までにお時間を頂戴しております。予めご了承ください。



● デザイン料  ¥15,000～ デザイン内容により変動いたします。
● シート費　  要お見積り 数量・サイズ・仕様により変動いたします。

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

OPEN
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会社のイメージをキャラクターで伝えたり、
会社案内・パンフレット・チラシ・DM等でのアクセントや説明などに

イラストはその効果を発揮します。
また、様々なツールと併せて使うことで

ワンストップでイメージを伝えることができます。
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イラスト作成
ノベルティグッズ ／ イラスト作成

内容によります。（見積時にご相談させていただきます）イラストレーション作成スケジュール

内容により要お見積りとなります。イラストレーション作成費用

マイナンバー管理システムの
オリジナルャラクター

ホームページ運用例

ロゴマークとの運用例

ホームページ運用例

名刺・封筒運用例

名刺での運用例

中部海陸運輸株式会社様
イメージキャラクター

株式会社HWP様
イメージキャラクター

●納品データ形式は、ご希望のJPG／GIF／PNG／AIになります。●修正の内容によっては、1回の修正ごとにつき費用が発生いたします。（事前のヒヤリング内容と異なる仕上がりをご希望の場合等） 

※イラストレーション作成は時間を要する作業となります。スケジュールに余裕がある場合でのご対応とさせていただきます。

株式
会社 新築・リニューアル工事HWP 防水工事業 千葉県知事許可 第45769号
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イベント用広告椅子カバー

イベント用テーブルクロス イベント用クリアファイル（名刺フォルダ付）

除菌ウェットティッシュ 抗菌立体マスク

ノベルティグッズ（記念イベント・入社式・配布グッズ等）

本体 : 約W210×H120mm　原紙:約W200×H300mm
印刷範囲 : シール部分／W100×H50mm
成分 : 水、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム、グレー
プフルーツ種子エキス、アルコールフリー
数量 : 1セットあたり 10枚入り
目安納期 : 注文確定から12営業日～

● デザイン料  ¥15,000～ デザイン内容により変動いたします。

● 送料         （例）1式 ¥700／100部 

● デザイン料  ¥15,000～ デザイン内容により変動いたします。
● シート費　  要お見積り サイズにより変動いたします。

● デザイン料   ¥15,000～ デザイン内容により変動いたします。
● ファイル費　要お見積り 数量・仕様により変動いたします。

入社式会場などをオリジナルツールで演出して
会社の企業イメージを高揚することができます。

● シート費     （例）フルカラー印刷／100セット ¥22,630～

● デザイン料 ¥15,000～ デザイン内容により変動いたします。
● シート費 要お見積り （例）1枚の場合・印刷費／¥2,300～
 　　　（例）10枚の場合・印刷費／¥14,500～
             （一括配送代込み）

  

●送料はそれぞれ別途かかります。数量等で変動いたしますので都度お見積りいたします。

◎ 内容により金額が異なりますので、ご要望をお聞きして、スケジュールの算出と合わせて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。◎都度在庫をご確認しておりますので、在庫は常に流動しており欠品する場合がございます。予めご了承ください。
◎都度工場へ金額や在庫等をご確認しておりますので、お見積りご提出までにお時間を頂戴しております。予めご了承ください。



制作事例

【 お客様の課題 】 【 当サービスの対応 】 
株式会社PLUS ONE様／運送業 
運送業のイメージを向上させたい。

● 運送・配送業のイメージを
　もっとかっこいいものにしたい。

● ロゴをはじめとして、様々な販促物の
 統一したデザインを提案。 

【 制作物一例 】 

ロゴマーク

ステッカー

角2封筒

長3封筒

名刺

ステッカー
イメージ

Logistics &Transportation

株式会社 PLUS ONE
Logistics &Transportation

【 お客様の課題 】 【 当サービスの対応 】

名刺

ロゴマーク

ステッカー

角2封筒 長3封筒

● 外車離れが進む中で
　輸入車整備販売のイメージアップを
　図りたい。

● 会社の顔となるロゴマークを始め、
 販促物を一式制作。

輸入車のイメージをアップさせるロゴマークを。
日本輸入車整備推進協会様／輸入・整備業 

2827

【 お客様の課題 】 【 当サービスの対応 】 
● 素材を大切にしたこだわりの
 商品の認知。

● Webと印刷販促物での店舗・商品
 情報発信。

名刺 ショップカード

ホームページ

【 制作物一例 】 

ブランド・商品をイメージビジュアル化。
株式会社イザカマクラ様／介護事業・飲食業 

経営計画書
（経営理念・経営ビジョンの作成）

新しいロゴマークとタイプフェイスのご提案

工場 C.I.の刷新

販促ツールの刷新

旧ロゴマークからのマークの刷新

→
窓付き長3封筒長3封筒角2封筒

名刺

【 お客様の課題 】 【 当サービスの対応 】 

【 制作物一例 】 

企業の更なる拡大に向けて、経営理念策定からC.i.構築までワンストップで対応。
はやしハム株式会社様／食品製造業

● 経営理念やビジョンをこれまで作成したことがなく、相談する場所がなかった。
● 従業員のモチベーションや、対外的なイメージ向上を両立したい。
● フレッシュな企業イメージに生まれ変わらせたい。

● 経営理念を構築する上で、企業分析や、企業の方向感をお客様と二人三脚で構築。
　従業員の行動規範までも作成し、経営計画に落とし込んだ。
● 理念を体現するC.i.（コーポレート・アイデンティティ）を作成し
　理念浸透のスピードアップを図った。

ホームページビジュアルアイデンティティーガイドライン作成

株式会社セイテック

セイテックは鉄筋工事の専門会社です。

S E I T E C  c o r p o r at i o n
MAKE THE OUR FUTURE 

【 お客様の課題 】 【 当サービスの対応 】 

株式会社セイテック様／運送業 
大手ゼネコンにアピールできる企業イメージ向上と副業のラーメン屋の販促をまとめて対応。

● 本業の工事部門の信頼度を高めて
　大手ゼネコンにアピールしたい。
　また、合わせて副業である
　ラーメン部門の販促もお願いしたい。

ラーメン事業部門名刺

工事部門会社案内

会社案内

ポスター

店内大型ポスター

メニュー

主たる工事部門の

ロゴマーク

● 工事部門のロゴをはじめとして、名刺、封筒
　会社案内を揃え、企業のイメージをUP。
　ラーメン部門の方も様々な
　販促物のツールを撮影からご提案。
　

【 制作物一例 】 

【 制作物一例 】 



制作事例

【 お客様の課題 】 【 当サービスの対応 】

名刺

● 販促物に使いやすい
 ロゴマークにしたい。

● 今まで使っていたロゴタイフェイスプに合うように
 業種をイメージしやすいロゴマークを追加。

新たにロゴマークを追加し、販促力＆イメージアップを。
株式会社KAPEN様／塗装工事業
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【 お客様の課題 】 【 当サービスの対応 】 
● ロゴを作りたいが、できれば業種が
　わかりやすいものにしたい。

● 電気工事をイメージしたロゴを制作、普段から
　使用するジャケットや他の販促品にも反映。

【 制作物一例 】 

業種をイメージしやすいかっこいいロゴマークにしたい。
厳美通信工業有限会社様／通信業

【 制作物一例 】 

【 お客様の課題 】 【 当サービスの対応 】 

開業30周年を記念して未来に向けたロゴマークのリニュアルとお客様への記念の感謝手紙付きポスター作りを。
株式会社創龍様／飲食業

● 漢字のロゴマークで「創龍」だと
　中華料理屋と勘違いされるので
　英語表記にしていたが
　海外展開も視野に入れた視野で
　あえて漢字のロゴに変えて
　「日本」をアピールしていきたい
● お客様に感謝のポスターを作りたい
● 銀座店オープンを盛り上げてほしい

● シンボルマークは「これまで」と「これから」の二つのエネルギーが
　集結して「創龍」の「S」を構成していくイメージで。
　漢字の「創龍」が生きるようにオリジナル制定フォントをご提案
　
● ポスターは働く社員の写真と感謝の手紙を素材として、
　また「創龍」のブランド「野方ホープ」のファンである子供が描いた
　感謝のイラストを手紙に盛り込む

● 銀座店は街ゆく人に新メニューをアピールするツールを提案

30周年記念店内大型ポスター

銀座店店頭大型ポスター名刺 銀座店ショップカード

銀座店ポスティングチラシ

銀座店メニューパネル

memo

https://www.kapen.co.jp
株式会社KAPEN

長3封筒 角2封筒

名刺

ロゴマーク

ロゴマーク

ロゴマーク

ユニフォーム

ユニフォーム

【 お客様の課題 】 【 当サービスの対応 】 
株式会社 ライトエンタープライズ様／運送業 
様々な販促物に統一感が生まれ、企業イメージが向上。

【 制作物一例 】 

会社案内

ロゴマーク

ホームページ

ボールペン

メモ帳 カレンダー

● デザイン面でクオリティーの
 高い販促物を作りたい。

● ロゴをはじめ、様々な販促物の
 デザインをデザイナーが対応。 

名刺

株式会社 ライトエンタープライズ

フードメニュー
ワインメニュー

【 お客様の課題 】 【 当サービスの対応 】 

独立をきっかけにお店のオリジナルのロゴマークやツール、メニュー作りを。
La Bitta様／飲食業

ロゴマーク

● グループレストランからの独立で
　自分の店のロゴマークやメニューなどを
　新しく作りたい。
● 思い描いていたイメージを
　マークに表現してほしい。

● お店のイメージをヒアリングして
　マークからのご提案
● マークのイメージを膨らませながら
　メニューやカード類を作成

ショップカード

名刺

【 制作物一例 】 

【 制作物一例 】 



制作事例（WEBサービス）
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皆様の商売繁盛を応援!!

新 設 法 人
法人開設のマストアイテム！！ 新設法人様だからこそのお得なパッケージプラン3点をご用意いたしました！

まずはミニマムスタートで

ライトプラン
オリジナル名刺もロゴ もついている

ミドルプラン
認知度・集客UPプラン

ウルトラプラン3点セット 4点セット 7点セット

（両面カラー）
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1名様分100枚
※P5-6のテンプレートデザインの中から1案お選びください。（片面カラー）
※オリジナルデザイン名刺のご注文は￥39,000（税抜）+￥5,000（税抜）になります。

A4 4ページ 100部
※入社案内や商品パンフレットにも変更可能です。

片面カラー印刷 100部

片面カラー印刷 100部

1名様分100枚

1名様分100枚

代表印・銀行印・角印

代表印・銀行印・角印代表印・銀行印・角印

設立1年未満のお客様が対象です。

合計（送料込み）（税抜） 　

¥59,800 ¥39,000¥39,000サンキュープライスサンキュープライス （
送
料
込
み
）（
税
抜
） 

（
送
料
込
み
）（
税
抜
） 

（
送
料
込
み
）（
税
抜
） 

合計（送料込み）（税抜） 

¥256,000 ¥230,000¥230,000合計（送料込み）（税抜） 

¥99,300 ¥7 0,000¥7 0,000
【ご注意】 ●制作内容によっては追加費用がかかる場合がございます。●各商品の詳細につきましてはそれぞれの掲載ページをご参照ください。 ●写真はイメージになります。 ●価格は税抜き価格です。

　　

 〒100-0011 
 東京都千代田区内幸町1-5-2 内幸町平和ビル19階
 TEL 00-0000-0000／FAX 00-0000-0000
 Mobile 000-0000-0000
 E-mail 0000 @number-1.co.jp
 URL https://www.number-1.co.jp
　　  http://www.no1hansoku.com
お客様総合受付　　0120-000-000 （平日9：00～18 ：00）

難波 一
NANBA HAJIME

ビジネスソリューション部
販促コンシェルジュ制作課
グラフィックデザイナー

No.1
販促コンシェルジュ

検索

証券コード：3562IS 680370 / ISO 27001

そ
の
他
、多
数
ご
用
意
あ
り
！

 〒100-0011 
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