
会社概要
company overview

社　　　　名  株式会社タナベ経営

創　　　　業  1957年10月16日

設　　　　立  1963年 4 月1日

資 　 本 　 金  17億 7,200万円

従 業 員 数  295名（2014年4月1日現在）

JASDAQ上場  1993年10月（証券コード 9644）

本　　　　社  〒 532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原 3-3-41
 　　　TEL（06）7177-4000　FAX（06）7177-4020

2015.03.10000.

SP 営業本部

東京 1 課・2 課・4 課
 〒 104-0032　東京都中央区八丁堀 3-12-8　八丁堀SFビル 5階
 TEL（03）3552-8591　FAX（03）3552-8595

東京３課 〒 330-0845　埼玉県さいたま市大宮区仲町 1-104　大宮仲町AKビル4階
 TEL（048）648-2728　FAX（048）648-2750

名古屋営業所 〒 460-0008　愛知県名古屋市中区栄 4-3-26　昭和ビル 6 階
 TEL（052）238-5380　FAX（052）238-5382

大阪１課 〒 532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原 3-3-41
 TEL（06）7177-4004　FAX（06）7177-4024

企画開発部

〒 104-0032　東京都中央区八丁堀 3-12-8　八丁堀 SF ビル 8 階
TEL（03）3552-8597　FAX（03）3552-8599

MD 営業部

東京 MD 課 〒 104-0032　東京都中央区八丁堀3-12-8　八丁堀 SF ビル5階
 TEL（03）3552-8593　FAX（03）3552-8595

大阪 MD 課 〒 532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原 3-3-41
 TEL（06）7177-4005　FAX（06）7177-4025

w w w.tanabesp.jpSPコンサルティング本部
2015 年4 月1日現在

大阪本社ビル
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06 Electric Appliances

07 Leather Goods

08 Outdoor

09 Emergency Supplies

10 Apparel & Fabrics

11 PR tool

01 Stationery

02 Bag

03 Commodities

04 Houseware

05 Health & Beauty



代表的なファイル形式の例

※ �JPEG画像でも、画素数が大きく映像がクリアなものは縮小して、印刷することが可能です。

カタログに載っている金額は、名入れをした金額なのですか？

カタログに載っていない物も取り扱っていますか？

カタログ表記の見方

TSPクリアファイル

●ロット：1,000 ●納期：15日 ●サイズ：310×220㎜ 
●名入れサイズ：20×120㎜
●名入れ方法：箔押し、シルク印刷
●カラー：クリア

品名
品番

参考上代
名入最低ロット
最低発注単位
校了後納期

●�商品の外観・仕様・価格などは、改良のため予告なく変更させていただく場合がありますので
ご了承下さい。
●�写真の商品は印刷の都合上、実際の商品と多少色が異なる場合がありますのでご了承下さい。
●�名入れ情報については、標準のものです。詳しくは、都度営業担当にお問い合わせ下さい。
●�ロット・納期・オリジナル対応いづれの記載もない商品については名入不可です。

名入れ情報を記載しています。

いいえ。名入れ代は別途見積りになります。カタログに掲載している金額は、参考上代の金額になりますので、
ロットによって見積りの金額は変わってきます。

はい。このカタログは弊社取扱商品の一部のみを掲載しています。食品と金券類以外の多数のアイテムを取り扱って
おりますので、お気軽にご相談下さい。

データ入稿の注意点

版下として適正

解像度によって版下として適正

版下として不適正

適正値でスキャナーで取り込んだ
画像や、ビットマップ画像データ。

Illustrator で作成されたもの、
又は互換性をもつ保存形式のもの。

Excel や Word で作成されたものや、
解像度の低いデータ。インターネット等
からコピーした画像。

. j p g

. g i f

インターネット等からコピーした画像やロゴマークは、ご家庭のプリンターで出力できても実際の印刷には使用できません。
（解像度の低い .GIF や .JPEG データ）

一口にデータと言っても、保存形式やファイルの種類は多数あります。専用出力機から版下として出力する場合は、互換性の問題も
クリアしていく必要があります。ご理解とご協力をお願い致します。

01 ステーショナリー
Stationery

01 単色ボールペン

09 多色ボールペン

12 多機能ボールペン

16 シャープペンシル

17 マーカー

18 メモ＆ノート

23 付箋

24 ファイル

26 印章

27 ネームペン

29 テープ・のり

30 その他ステーショナリー

P.01～

P.35～

P.41～

P.45～

P.53～

P.57～

P.65～

P.67～

P.69～

P.72～

P.76～

Contents

05 ヘルス＆ビューティー
Health & Beauty

53 ヘルスケア

11 PRツール
PR tool

76 ロールスクリーン・パネル

77 イベントツール

04 ハウスウェア
Houseware

45 キッチン

48 タンブラー

50 扇子

51 その他雑貨

02 バッグ
Bag

35 不織布バッグ

39 その他バッグ

08 アウトドア
Outdoor

67 レジャーグッズ

03 消耗品
Commodities

41 ウェットティッシュ

43 ティッシュ・洗剤・
　　その他消耗品

07 レザーグッズ
Leather Goods

65 革製小物

09 防犯・防災
Emergency Supplies

69 防犯

70 防災

71 ライト

10 アパレル＆ファブリック
Apparel & Fabrics

72 Tシャツ

73 ポロシャツ・ブルゾン

74 キャップ

75 タオル

57 PCグッズ

58 モバイルグッズ

61 時計・電卓

06 エレクトリック
Electric Appliances

●名入れデータ（版下）は、Adobe�Illustrator で作成して下さい。
●�文字化け等の問題を避けるために、アウトラインのかかる書体は必ず
アウトライン化して下さい。
●�画像をスキャナーで取り込まれる場合は、必ず適正値で取り込んで
下さい。（下記参考）適正値未満の解像度ですと、文字や絵がつぶれ
る等、版下として使用することができません。

データ作成について

●�メールの文書に、担当営業名、色指示（DIC のナンバー等）を�
必ず明記して下さい。ウイルス等の問題から、件名不明の添付�
ファイルは開かれない場合がございます。
●�送信中にデータが壊れてしまう事があります。なるべく圧縮をかけてから
添付して下さい。

メール送信による入稿について

●�本体名入（シルク版・パッド版）�
原寸で解像度 1200dpi（pixels/inch）以上�
イメージタイプ：白黒書類　モード：モノクロ 2 階調（アミ無し）
●�台紙／箱／オンデマンド印刷（カラー分解 4C 印刷）�
原寸で解像度 350dpi（pixels/inch）以上�
イメージタイプ：カラー写真など　モード：CMYK

Photo shop等のデータについて
（スキャナーで取込む場合の適正値）

カタログ &

001 1238-0007 ¥45（税抜価格）
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スティックボールペン
001 1247-1553  ¥45（税抜価格）

スリムでおしゃれなボールペン。一体化したノック部分
がデザインポイント。
●ロット：500 ●納期：20日 ●サイズ：140㎜
●名入れ方法：パッド印刷
●名入れサイズ：W4×H45㎜

印刷用904パールBP LE-904P
002 1263-7554  ¥50（税抜価格）

ノック式ラバーグリップ付 BP の白軸バージョン。白
軸によって PANTONE 指定色印刷、インクジェット
印刷にも対応できるパステルバージョンBP。
●ロット：200 ●納期：15日 ●サイズ：φ9.5×144㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：W40×H10㎜

シルバーポイントBP V-9980
003 1263-2552  ¥80（税抜価格）

ヤング＆アダルトな雰囲気をもったメタル調BP。クリッ
プ、テイパー、ノック棒にシルバー塗装を施した落ち
着いた仕上げのラバーグリップ付 BP。
●ロット：200 ●納期：15日 ●サイズ：φ11×143㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：W50×H10㎜

ボールサイン インキ全13色
004 1595-3704  ¥80（税抜価格）

世界で初めて開発・発売されたゲルインキボールペン「ボー�
ルサイン」。発売開始から定番として売れ続けています。
●ロット：1,000 ●納期：21日 ●サイズ：φ9.5×153㎜
●名入れ方法：シルク印刷（データ完全支給）
●名入れサイズ：W110×H8㎜

紙ペン キャップ式 ボールペン
005 1200-6801  ¥95（税抜価格）

軸に国産再生古紙 95％以上使用した紙のボールペン
です。本体軸色 18 色から 5 色まで色チョイス可能。
エコマーク認定商品。
●ロット：300 ●納期：15日 ●サイズ：約φ8×148㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：W80×H15㎜
●カラー：5色まで色チョイス可能。

ワイドボディアイス
006 1302-0557  ¥100（税抜価格）

握りやすいワイドボディ、かわいらしいスケルトンバー
ジョン。
●ロット：500 ●納期：14日 ●サイズ：φ12×142㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：W21×H60㎜
●カラー：5色

レックスグリップ07 白軸ボールペン
007 1038-4706  ¥100（税抜価格）

段差が無く握りやすいグリップ、美しいフォルムのボー
ルペン。
●ロット：100 ●納期：20日 ●サイズ：φ11×144㎜
●名入れ方法：シルク印刷、パッド印刷、インクジェット印刷
●名入れサイズ：W45×H4.5㎜

ボールペン BGMQ-100
008 1250-7602  ¥100（税抜価格）

全長 130㎜の軸はワイシャツのポケットにもすっぽり入
るサイズとなっております。エコマークを取得した商品
で、環境に配慮したノベルティとしてもご活用下さい。
●ロット：100 ●納期：21日 ●サイズ：φ13.3×130㎜
●名入れ方法：パッド印刷
●名入れサイズ：W40×H9㎜

手帳用ボールペン BTE-100
014 1250-3602  ¥100（税抜価格）

手帳用のスリムなボールペン。替え芯の交換も可能で、
長く使う事も出来ます。
●ロット：100 ●納期：21日 ●サイズ：φ7.2×117.5㎜
●名入れ方法：パッド印刷
●名入れサイズ：W40×H4㎜

ホワイトビズノ
009 1113-1655  ¥100（税抜価格）

白軸ボディにクッキリ名入れ、お手頃価格。
●ロット：300 ●納期：10日 ●サイズ：17×13×138㎜
●名入れ方法：パッド印刷
●名入れサイズ：W35×H6㎜

サラサクリップ ホワイト軸0.5
010 1084-2654  ¥100（税抜価格）

水性ジェルインクボールペン、シェア No.1のサラサク
リップのお名入れ専用軸。2015年1月にリニューアル。
●ロット：100 ●納期：14日 ●サイズ：φ11×141㎜
●名入れ方法：パッド印刷、インクジェット印刷
●名入れサイズ：W50×H6㎜

クリフター シングルボールペン
015 1089-9704  ¥100（税抜価格）

厚めの物でも「しっかり」はさめる、支点スライドクリッ
プ採用のボールペン。
●ロット：300 ●納期：14日 ●サイズ：φ11.5×18×147㎜
●名入れ方法：パッド印刷
●名入れサイズ：W45×H5㎜

スラリ 0.7
011 1084-6650  ¥100（税抜価格）

濃くなめらかな書き味、エマルジョンインクを搭載。
●ロット：100 ●納期：14日 ●サイズ：φ11×140㎜
●名入れ方法：パッド印刷
●名入れサイズ：W45×H6㎜

スラリ ホワイト軸 0.7
012 1084-3658  ¥100（税抜価格）

濃くなめらかな書き味、エマルジョンインクを搭載。
お名入れ専用の白軸。
●ロット：100 ●納期：14日 ●サイズ：φ11×140㎜
●名入れ方法：パッド印刷、インクジェット印刷
●名入れサイズ：W45×H6㎜

ホワイトクリップ 油性 BP 0.7
013 1084-9653  ¥100（税抜価格）

インクたっぷりで、折れにくいバインダークリップを採
用。お名入れ専用の白軸。
●ロット：100 ●納期：14日 ●サイズ：φ11.4×143㎜
●名入れ方法：パッド印刷、インクジェット印刷
●名入れサイズ：W50×H7㎜
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アドバッグ40 小判抜き B5縦マチなし
291 1042-3855  ¥20（税抜価格）

チラシやカタログ入れとしてお気軽にお使いいただけま
す。リーズナブルな価格が魅力。小ロットより名入れ OK!
●ロット：100 ●納期：約14日 ●サイズ：250×310㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：150×150㎜

アドバッグ40 小判抜き A4縦マチなし
292 1042-1909  ¥25（税抜価格）

チラシやカタログ入れとしてお気軽にお使いいただけま
す。リーズナブルな価格が魅力。小ロットより名入れ OK!
●ロット：100 ●納期：約14日 ●サイズ：270×400㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：150×150㎜

アドバッグ40 持ち手付き A4縦マチなし
293 1042-9853  ¥35（税抜価格）

チラシやカタログ入れとしてお気軽にお使いいただけま
す。リーズナブルな価格が魅力。小ロットより名入れ OK!
●ロット：100 ●納期：約14日 ●サイズ：270×350㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：150×150㎜

アドバッグ75 持ち手付き A4縦マチなし
294 1042-5855  ¥40（税抜価格）

チラシやカタログ入れとしてお気軽にお使いいただけます。
厚めの生地でお作りしています。小ロットより名入れ OK!
●ロット：200 ●納期：約14日 ●サイズ：270×350㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：150×150㎜

シンプルトート75 小
297 1042-3856  ¥40（税抜価格）

カラフルな14色展開。内容量に合わせてフィットする、
底マチ仕様のバッグです。小ロットより名入れ OK!
●ロット：200 ●納期：約14日
●サイズ：250/350×330×100㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：150×150㎜

シンプルトート75 A4縦
295 1042-2857  ¥43（税抜価格）

カラフルな13色展開。内容量に合わせてフィットする、
底マチ仕様のバッグです。小ロットより名入れ OK!
●ロット：200 ●納期：約14日
●サイズ：270/330×345×60㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：150×150㎜

シンプルトート75 A4横
296 1042-6854  ¥43（税抜価格）

カラフルな13色展開。内容量に合わせてフィットする、
底マチ仕様のバッグです。小ロットより名入れ OK!
●ロット：200 ●納期：約14日
●サイズ：350/410×260×60㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：150×150㎜

シンプルトート75 大
298 1042-2858  ¥52（税抜価格）

カラフルな14色展開。内容量に合わせてフィットする、
底マチ仕様のバッグです。小ロットより名入れ OK!
●ロット：200 ●納期：約14日
●サイズ：330/460×340×130㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：150×150㎜

カジュアルトート75 特小
300 1042-5856  ¥60（税抜価格）

リユースにうれしいホック付き仕様。使い勝手の良い
サイズです。小ロットより名入れ OK!
●ロット：200 ●納期：約14日
●サイズ：200/300×190×100㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：150×120㎜

カジュアルトート75 A4縦
301 1042-1902  ¥70（税抜価格）

リユースにうれしいホック付き仕様。肩掛けできる長
めな持ち手なのも便利です。小ロットより名入れ OK!
●ロット：200 ●納期：約14日
●サイズ：260/350×330×90㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：150×150㎜

カジュアルトート75 A4横
302 1042-5909  ¥70（税抜価格）

リユースにうれしいホック付き仕様。肩掛けできる長
めな持ち手なのも便利です。小ロットより名入れ OK!
●ロット：200 ●納期：約14日
●サイズ：320/410×240×90㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：150×150㎜

カジュアルトート75 小
303 1042-3853  ¥80（税抜価格）

リユースにうれしいホック付き仕様。肩掛けできる長
めな持ち手なのも便利です。小ロットより名入れ OK!
●ロット：200 ●納期：約14日
●サイズ：320/430×320×110㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：150×150㎜

カジュアルトート75 中横
304 1042-9850  ¥95（税抜価格）

リユースにうれしいホック付き仕様。肩掛けできる長
めな持ち手なのも便利です。小ロットより名入れ OK!
●ロット：200 ●納期：約14日
●サイズ：450/570×315×120㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：150×150㎜

シンプルトート75 特大
299 1042-5857  ¥110（税抜価格）

カラフルな13色展開。内容量に合わせてフィットする、
底マチ仕様のバッグです。小ロットより名入れ OK!
●ロット：200 ●納期：約14日
●サイズ：600/730×440×130㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：150×150㎜

カジュアルトート75 大
305 1042-1856  ¥115（税抜価格）

リユースにうれしいホック付き仕様。肩掛けできる長
めな持ち手なのも便利です。小ロットより名入れ OK!
●ロット：200 ●納期：約14日
●サイズ：530/650×400×120㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：150×150㎜
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ウェットティッシュ

ゴールドウェット10枚
342 1609-5756  ¥40（税抜価格）

豪華なゴールドの外装のウェットティッシュ10 枚入。
ヒアルロン酸成分配合。
●ロット：1,000 ●納期：24日 ●サイズ：144×86×10㎜
●名入れ方法：フラップ別注
●名入れサイズ：W88×H42㎜

パールピンクウェット10枚
343 1609-5757  ¥40（税抜価格）

豪華なパールピンクの外装のウェットティッシュ10 枚
入。ヒアルロン酸成分配合。特にさくらの季節によく
合います。
●ロット：1,000 ●納期：24日 ●サイズ：144×86×10㎜
●名入れ方法：フラップ別注
●名入れサイズ：W88×H42㎜

サンキューミニウェット（5枚入り）
344 1196-5550  ¥50（税抜価格）

「ありがとう」のメッセージ付きミニウェットティッシュ
5 枚入りです。屋内・屋外問わずに気になる汚れ落と
しに最適な商品です。
●ロット：1,000 ●納期：20日
●サイズ：外装：108×70×8㎜
●名入れ方法：凸版印刷
●名入れサイズ：W70×H38㎜

爽快ボディシート20枚
345 1609-5809  ¥50（税抜価格）

メントール配合でスッキリとした使い心地。約 15×
20㎝サイズの不織布20枚入。特に夏場にお勧めです。
●ロット：1,000 ●納期：24日 ●サイズ：145×85×20㎜
●名入れ方法：フラップ別注
●名入れサイズ：W87×H40㎜

ミニ除菌ウェットティッシュ30枚
346 1609-6800  ¥56（税抜価格）

アルコール配合の除菌タイプウェットティッシュ。約15
×20㎝サイズの不織布がお得な 30 枚入。
●ロット：1,000 ●納期：24日 ●サイズ：145×85×30㎜
●名入れ方法：フラップ別注
●名入れサイズ：W87×H40㎜

リフレッシュウェット（10枚入り）
347 1196-6551  ¥70（税抜価格）

メンソールの香りを配合した、拭き心地が爽やかな
携帯用ウェットティッシュ10 枚入りです。
●ロット：1,000 ●納期：20日
●サイズ：外装：140×76×10㎜
●名入れ方法：凸版印刷
●名入れサイズ：W88×H42㎜

大判除菌ウェット25枚
348 1609-6702  ¥92（税抜価格）

20× 30㎝の大判サイズ不織布を使用した、アルコール配合の除菌ウェットティッシュです。
ふんわり厚手タイプ。
●ロット：1,000 ●納期：24日 ●サイズ：200×115×20㎜
●名入れ方法：フラップ別注
●名入れサイズ：W115×H48㎜

キレイキレイ除菌 ウェットシート アルコールタイプ10枚入
349 1267-6804  ¥120（税抜価格）

大きめのメッシュシートが汚れ、バイ菌をふき取ってさっぱり清潔にします。携帯しや
すいので、いろいろな場所や場面で活用できます。
●ロット：1,000 ●納期：21日 ●サイズ：150×95×15㎜
●名入れ方法：オフセット印刷
●名入れサイズ：1,000～1色印刷（正面下部：W35×H8㎜）、10,000～フラップ部分4色印刷

マイおしぼり
350 1451-6605  ¥120（税抜価格）

手軽に使える携帯に便利なハンディタイプのウェットタオルです。綿 100％だから、ガ
ンガン拭いても破れず丈夫に使えます。使用後、洗濯しタオルとしてご利用頂けます。
●ロット：5,000 ●納期：30～４０日
●サイズ：75×160×5㎜
●名入れ方法：グラビア印刷
●名入れサイズ：W75×H160㎜

冷凍タオル
351 1451-6556  ¥150（税抜価格）

パッケージのまま冷凍庫で凍らせるウェットタオルです。タオルがやわらかく凍り、首など
にあてると冷感効果が続きます。メンソールの香りで、爽快感は抜群です。
●ロット：5,000 ●納期：30～４０日
●サイズ：75×160×5㎜
●名入れ方法：グラビア印刷
●名入れサイズ：W75×H160㎜

ひえひえタオル
352 1451-6557  ¥150（税抜価格）

常温のまま使えるように冷感剤が入っています。冷蔵庫などで冷やさなくても、拭く
だけで冷たく使えるウェットタオルです。ミントの香りで、爽やかさを感じられます。
●ロット：5,000 ●納期：30～４０日
●サイズ：75×160×5㎜
●名入れ方法：グラビア印刷
●名入れサイズ：W75×H160㎜

ホカホカタオル
353 1451-6558  ¥150（税抜価格）

パッケージのまま電子レンジで加熱して、お使い頂けます。蒸気口がある裏面を上にして、
10 秒～ 20 秒電子レンジで加熱すると『ホカホカタオル』の出来上がりです。
●ロット：5,000 ●納期：30～４０日 ●サイズ：75×160×5㎜
●名入れ方法：グラビア印刷
●名入れサイズ：W75×H160㎜
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便利まな板シート
378 1359-1556  ¥185（税抜価格）

目盛り付きで食材の切り揃えが簡単 ! 薄く柔らかい素
材なので、食材を切ったらそのままシートを丸く曲げ
別容器に !
●ロット：300 ●納期：15日 ●サイズ：210×270×0.8㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：30×30㎜
●カラー：オレンジ柄、スイカ柄

シリコン鍋敷き・オープナー
379 1359-0553  ¥260（税抜価格）

鍋敷き、鍋つかみ、開栓オープナー、IH カバー、カッ
プラーメンなどの蓋にのせる重し、滑り止め、電子レ
ンジ内での食器保護など多様に使える便利グッズ。
●ロット：300 ●納期：15日 ●サイズ：175×175×1.8㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：40×30㎜（台紙名入れ）

タニタ でか見えプラスタイマー TD395
384 1617-9708  ¥1,500（税抜価格）

大型表示で見やすい設計のタイマー。ボタンが大きく
操作しやすくなっています。 日本語で分かりやすく表
記。時間設定ボタン（秒､ 1 分､ 3 分､ 5 分）付きな
ので設定が簡単に行えます。メール便配送可能。
●ロット：100 ●納期：30日 ●サイズ：133.5×17×48㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：30×5㎜
●カラー：ホワイト、ピンク、ブラック

タニタ でか見えタイマーTD384
385 1617-5552  ¥1,500（税抜価格）

見やすい大きな LCD が人気のでか見えタイマー。本
体の背面にはストラップ穴と立てられるスタンド付。
リピート機能付。マグネット貼り付けも可能。
●ロット：100 ●納期：30日 ●サイズ：82×23.2×76㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：40×3㎜
●カラー：アクアミントブルー、フランボワーズピンク、アプ
リコットオレンジ、ピスタチオグリーン、ホワイト、マンゴーイ
エロー、イエロー

ジパック冷凍保存BOX（5枚入り）
372 1196-2555  ¥120（税抜価格）

電子レンジ対応の厚手タイプフリーザーパック 5 枚入
りです。袋にはメモ書きスペース付きですので、内容
物等明記も出来ます。
●ロット：1,000 ●納期：20日
●サイズ：外箱:195×40×40㎜
●名入れ方法：活版印刷
●名入れサイズ：20×80㎜

エコキッチンペーパー（30枚入り）
374 1196-9551  ¥120（税抜価格）

原紙にさとうきび繊維（バガス）を約 40％以上配合
したエコタイプのキッチンペーパー 30 枚入りです。
●ロット：1,000 ●納期：20日
●サイズ：外箱:244×125×27㎜
●名入れ方法：活版印刷
●名入れサイズ：20×80㎜

きちんとキッチンかたづけ袋（50枚入り）
373 1196-6553  ¥120（税抜価格）

ポップアップタイプのポリ袋 50 枚入り BOX です。
ご家庭での生ゴミ処理や食品保存袋としてご利用頂
ける商品です。
●ロット：1,000 ●納期：20日
●サイズ：外箱:220×80×35㎜
●名入れ方法：活版印刷
●名入れサイズ：15×80㎜

バジルプチガーデン
376 1196-7552  ¥180（税抜価格）

お水を注ぐだけで簡単に栽培出来るガーデンニング
セットです。発芽は約 1 週間程度。大きく育つまでは
約 2 〜 3 ヶ月程度。
●ロット：1,000 ●納期：20日 ●サイズ：外装:120×70×8㎜
●名入れ方法：凸版印刷
●名入れサイズ：80×50㎜

タネッコヌーボープチトマト
377 1196-2558  ¥280（税抜価格）

お水を注ぐだけで簡単に栽培出来るガーデンニング
セットです。発芽は約 1 週間程度。大きく育つまでは
約 2 〜 3 ヶ月程度。
●ロット：1,000 ●納期：20日 ●サイズ：外装：180×90×5㎜
●名入れ方法：凸版印刷
●名入れサイズ：102×66㎜

ファミリーエコロジー3点セット
375 1196-3552  ¥450（税抜価格）

キッチン周りで人気の商品「キッチンペーパー」・「フリー
ザーパック」・「スポンジ」の 3 点セットです。
●ロット：1,000 ●納期：20日
●サイズ：外箱：250×240×30㎜
●名入れ方法：活版印刷
●名入れサイズ：20×80㎜

生活応援ギフトセット
380 1196-4556  ¥450（税抜価格）

キッチン周りで人気の商品「キッチンペーパー」・「フリー
ザーパック」・「冷蔵庫クリーナー」の 3 点セットです。
●ロット：1,000 ●納期：20日
●サイズ：外箱：215×170×40㎜
●名入れ方法：シール貼り
●名入れサイズ：20×80㎜

セラミック斜めピーラー CP-NA12-FP
381 1018-1657  ¥1,000（税抜価格）

ななめ刃でスムーズな切れ味。セラミック刃で切れ味
長持ち。
●サイズ：150×86×15㎜
●カラー：ブラック

SMARTEK キッチンタイマー
383 1339-1558  ¥1,000（税抜価格）

シースルー液晶のおしゃれなキッチンタイマー。スタン
ドとマグネットの 2WAY。
●ロット：100 ●納期：15日 ●サイズ：69×80×20㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：W45×H7㎜
●カラー：マットホワイト

GEM-2 キッチンジェム フードケース3PCS
382 1358-7559  ¥1,000（税抜価格）

機能性だけでなく、冷蔵庫に、キッチンに、生活に
彩りを。キラキラダイヤカット風でキッチンを華やかに
彩ります。
●ロット：200 ●納期：10日 ●サイズ：大：約188×73×
145㎜、中：約168×60×121㎜、小：約128×47×96㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：約15×50㎜
●カラー：ピンク、パープル、グリーン

タニタ デジタルタイマー 100分計 TD379
386 1617-2556  ¥1,500（税抜価格）

見やすい大型表示（文字高 18㎜）のタイマー。マグネッ
ト付。セットしやすい 10 キー方式。使用頻度の多い
スタートボタンはデカボタン。ナイロン製ストラップ付。
メール便配送可能。
●ロット：100 ●納期：30日 ●サイズ：60×96×15.5㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：45×7㎜、7×50㎜
●カラー：ホワイト、レッド、ブラック
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マジカルあぶらとり紙 30枚入
439 1297-2755  ¥80（税抜価格）

文字が消えて別の模様が浮き出る不思議なあぶらとり
紙。社名、ロゴ、商品名入りのオリジナルデザインも
小ロットから対応。ご希望単価に合わせて枚数調整も
できます。日本製。
●ロット：1,000 ●納期：約15日 ●サイズ：約85×70×5㎜
●名入れ方法：箔押し

あぶらとり紙 Oタイプ ひまわり　
438 1297-3757  ¥25（税抜価格）

オリジナルデザインでも小ロットから対応しています。
原紙カラーを多数取り揃え、ご希望単価に合わせて
枚数調整できるのでノベルティーに好評です。日本製。
●ロット：1,000 ●納期：約15日 ●サイズ：約74×104×3㎜
●名入れ方法：箔押し

うきうきあぶらとり紙 100枚入
441 1297-8453  ¥350（税抜価格）

模様が浮き出る不思議なあぶらとり紙。社名、ロゴ、
キャラクター入りのオリジナルデザインも小ロットから
対応。ご希望単価に合わせて枚数調整もできます。
日本製。
●ロット：1,000 ●納期：約15日 ●サイズ：約95×75×6㎜
●名入れ方法：箔押し

あぶらとり紙 Cタイプ
440 1297-2459  ¥200（税抜価格）

気品溢れる華やかな友禅模様が映えるあぶらとり紙
です。使いやすいソフトケース入り。※友禅紙の色、
柄はアソートとなります。日本製。
●ロット：1,000 ●納期：約15日 ●サイズ：約74×104×5㎜
●名入れ方法：箔押し

紙せっけん 50枚入
443 1297-2459  ¥350（税抜価格）

クリーミィな泡で洗い上がりもサッパリ。旅行、風邪
や食中毒の予防に役立ちます。オリジナルデザインも
小ロットから対応。ご希望単価に合わせて枚数調整も
できます。日本製。
●ロット：1,000 ●納期：約15日 ●サイズ：約85×67×6㎜
●名入れ方法：箔押し

マッサージスティック
444 1329-2355  ¥560（税抜価格）

肩こりやフットマッサージに ! 天然木の温もりあふれる
やさしく落ち着いた仕上がりです。
●ロット：3,000 ●納期：90日 ●サイズ：φ20×150㎜
●名入れ方法：レーザー彫刻
●名入れサイズ：W35×H6㎜

エコカイロ
445 1047-7701  ¥620（税抜価格）

何度も使えるエコロジーなカイロ。金属チップを折り
曲げるとすぐに温かくなります。全面に大きく印刷が
入れられます。ラメやスパンコールも封入可能。オリ
ジナル形状可能。
●ロット：500 ●納期：50日 ●サイズ：90×90㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：全面

ハンディウォーマー
447 1047-3656  ¥760（税抜価格）

レンジで温められるハンディウォーマー。内部のビーズ
がじんわり温かくなります。肩、首、眼などに当てて疲
れた時のリフレッシュに。繰り返し何度でも使えます。
●ロット：500 ●納期：50日 ●サイズ：140×90㎜
●名入れ方法：転写印刷
●名入れサイズ：全面

ポケット万歩TH-100
451 1117-4559  ¥1,500（税抜価格）

ポケットやカバンの中で計れる万歩計。歩数のみの操
作かんたん・シンプル機能。歩数表示。
●ロット：100 ●納期：約21日 ●サイズ：60×33×11㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：１６×５㎜
●カラー：ホワイト

お薬の時間ですよ 8638
452 1566-1556  ¥2,000（税抜価格）

毎日の服薬管理に便利なピルケース。アラームで服用
時間をお知らせ。
●ロット：100 ●納期：14日 ●サイズ：190×150×25㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：10×40㎜

クリーンケットNO41
442 1032-7606  ¥180（税抜価格）

若い世代に大人気！薄型で、ポケットやカバンに入れ
て持ち運びやすい！携帯オシャレグッズです！
●ロット：100 ●納期：10日 ●サイズ：86×32×7㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：７０×２５㎜
●カラー：ブルー、レッド

ハンディお薬収納バッグ
446 1549-7459  ¥720（税抜価格）

薬をスマートに管理出来るミニバッグです。メインの収
納部分は様々な形を入れられる巾着型で、お薬手帳や
診察券を保管できるポケット付きなど工夫が満載。
●ロット：240 ●納期：14日 ●サイズ：265×55×135㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：50×50㎜
●カラー：単色

洋服ブラシ
448 1148-8500  ¥800（税抜価格）

手になじむ木製ブラシ。静電気の起きにくい天然豚毛
使用。
●ロット：100 ●納期：15日 ●サイズ：250×50×40㎜
●名入れ方法：パッド印刷
●名入れサイズ：W50×H10㎜
●カラー：ナチュラル

虹色・幸せ歯ブラシセット
449 1602-3005  オープン価格

持ち運びに便利な歯ブラシセット。カラフルなカラー
バリエーションです。日本製。
●ロット：500 ●納期：約14日 ●サイズ：25×35×205㎜
●名入れ方法：歯ブラシ：シルク印刷、ケース：パッド印刷
●名入れサイズ：歯ブラシ：6×20㎜、ケース：20×60㎜
●カラー：ピンク、ブルー、オレンジ、グリーン、パープル、
ホワイト

SMARTEK 歩数計
450 1339-2556  ¥1,100（税抜価格）

機能充実リーズナブルなシンプル歩数計。歩数計測の
ほか歩行距離計測、カロリー計測、時刻表示、感度
調節機能付き。
●ロット：100 ●納期：15日 ●サイズ：61×39×23㎜
●名入れ方法：シルク印刷
●名入れサイズ：W30×H3㎜
●カラー：マットホワイト
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mukuno
タイプライターテキスト
カタログのご請求はこちらから

http://www.tanabesp.jp/contact/form.php



