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TANABE MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD.

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

代 　 表 　 者  代表取締役社長 若松孝彦

従 業 員 数  309名（2017年3月31日現在）

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

 ［東京］〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-2　鉃鋼ビルディング 9F
 TEL（03）6758-0073　　 FAX（03）6758-0074

事 　 業 　 所  札幌/仙台/東京/新潟/名古屋/金沢/大阪/広島/福岡/那覇

2017.03.7000.

大阪本部

大阪一部・二部
〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原3-3-41
 TEL（06）7177-4004　FAX（06）7177-4024

名古屋

〒450-6424　愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング24F
 TEL（052）565-1490　FAX（052）565-1493

東京本部

東京一部・二部・三部・四部・五部
〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-2　鉃鋼ビルディング 9F
 東京一部：TEL（03）6758-0075　東京二部：TEL（03）6758-0076
 東京三部：TEL（03）6758-0077　東京四部：TEL（03）6758-0078
 東京五部：TEL（03）6758-0079　共　　通：FAX（03）6758-0084

コンサルティング本部 2017年4月1日現在

大阪本社ビル
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TSPクリアファイル

001 1111 ¥45（税抜価格）

●ロット／100 ●納期／約15日 ●サイズ／310×220㎜
●名入れ方法／箔押し、シルク印刷
●名入れサイズ／W20×H120㎜

※ 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カタログ Q&A

品名
品番 参考上代

名入最低ロット
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ください。

● 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

ご了承ください。

● 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ください。

● ロット・納期・オリジナル対応いず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ります。

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、お気軽にご相談ください。

. 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、オフィス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いたします。

●名入れデータ（版下）は、Adobe Illustratorで作成してください。
● 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ください。

● 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
ください（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。

● メールの文書に、担当営業名、色指示（DICのナンバー等）を 
必ず明記してください。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ください。

● 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

データ作成について メール送信による入稿について

Photoshop等のデータについて（スキャナーで取込む場合の適正値）

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

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。

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。

代表的なファイル形式の例
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ヘルス＆ビューティー
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アウトドア&スポーツ
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白青

黒 白黄緑

白ピンク 白水色

白オレンジ

クリアブラック

クリアレッド

クリアグリーン

クリアブルー

クリアイエロー

ブラック

ワインレッド

ブルー

コバルトブルー オレンジ

ライトブルー

ライトグリーン ピンク

紫

黒

ダークブラック

ライトブルー

ライトピンク

白

ブルー

ブルーグリーン

オレンジ

ピンク

パープル

グリーン ピンク

ライトブルー オレンジ

青 スモーク

コバルトブルー

イエロー

ライムグリーン

ピンク

白

ソフトピンク

青

赤 ソフトブルー

黒

ホワイト

ネイビーブラック

イエロー ベビーピンク

クリアブラック

クリアピンク

クリアブルー

クリアグリーン

クリアオレンジ

パステルオレンジ

パステルバイオレット

パステルグリーン

パステルピンク

※クリップはノーマーク仕様。

ブラック

パステルブルー

ホワイトピンク

ホワイトソフトグリーンホワイトソフトブルー

ホワイトオレンジホワイトエメラルドグリーン

ソフトパープル

ルナ ノック式油性ボールペン（白軸）

001 1002 ¥80（税抜価格）
コストパフォーマンスに優れた低粘度インクの
ノック式油性ボールペン。白軸なので様々な印刷
表現が可能。
●ロット／1,000 ●納期／21日～
●サイズ／140×12×15㎜
●名入れ方法／シルク印刷、インクジェット印刷
●名入れサイズ／軸部：W50×H4㎜

クリフター シングルボールペン

009 1020 ¥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㎜

ボールペン BGMQ-100

008 1250 ¥100（税抜価格）
全長13 0㎜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。
●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×H10㎜

手帳用ボールペン BTE-100

007 1250 ¥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、長く使う事もできます。
●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㎜

スラリ ホワイト軸0.7

005 1084 ¥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 BP0.7

003 1084 ¥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㎜

サラサクリップ ホワイト軸0.5

004 1084 ¥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。
●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㎜

スラリ 0.7

006 1084 ¥100（税抜価格）
折れにくいバインダークリップを採用した
シャープペン。白軸で名入れくっきり。
●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㎜

メタルポイントBP V-WZ13

002 1263 ¥90（税抜価格）
先テイパーはABS＋クロームメッキ、クリップはス
チールを使用し、フィット感抜群のラバーグリップ。
●ロット／200 ●納期／約14日 ●サイズ／φ11×137㎜
●名入れ方法／シルク印刷
●名入れサイズ／W50×H10㎜

ホワイトビズノ

010 1113 ¥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／100 ●納期／15日 ●サイズ／17×13×138㎜
●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／W35×H6㎜

サラサドライ0.4

015 1084 ¥150（税抜価格）
サラサラインクのジェルボールペン「サラサクリッ
プ」の速乾版! 書いてすぐ触れても、汚れない!
●ロット／100 ●納期／14日 ●サイズ／φ10.9×139.4㎜
●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／W40×H6㎜

クリックゴールド

014 1302 ¥150（税抜価格）
ゴールドクリップがクラシックな油性ボール
ペン。シンプルなフォルムで携帯にも便利。
●ロット／500～ ●納期／ご相談ください 
●サイズ／φ13×140㎜
●名入れ方法／回転シルク印刷 ●名入れ範囲／ペン先
側：W38×H20㎜、クリップ側：W25×H17.5㎜

レックスグリップ0.7 白軸ボールペン

011 5029 ¥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㎜

パティント 白軸ボールペン

012 5029 ¥100（税抜価格）
耐久性に優れたリフトクリップ搭載商品、クリッ
プを開くと芯が戻るセーフティ機構付き。
●ロット／100 ●納期／20日 ●サイズ／φ11×147㎜
●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×H5㎜、クリップ：W25×H5㎜

アクロボール07 白軸

013 5029 ¥100（税抜価格）
書き出しから濃くなめらか。進化し続ける低粘度
アクロインキ搭載のおすすめボールペン。
●ロット／100 ●納期／20日 ●サイズ／φ11.4×142㎜
●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／W36×H5㎜
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ホックの色
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ダーク
グレー

白黒

ベージュ紺

ボルドー

ローズ
ピンク

グレー

オレンジ

ダーク
ブラウン

ブルー

グリーン

グリーン

グリーン

不織布小判抜きバッグ

214 1627 ¥50（税抜価格）
A4サイズが縦にピッタリ! 展示会や説明会の
資料配布におすすめ。
●ロット／100 ●納期／約21日 ●サイズ／280×430㎜
●名入れ方法／シルク印刷
●名入れサイズ／W150×H150㎜

不織布底マチ付バッグ（船底）

216 1627 ¥100（税抜価格）
たっぷり入る底マチ付! ショッピングバッグにも。
●ロット／100 ●納期／約21日
●サイズ／400×350×底マチ120㎜
●名入れ方法／シルク印刷
●名入れサイズ／W200×H100㎜

不織布A4手提げバッグ

215 1627 ¥72（税抜価格）
コンパクトサイズでかさばらず使い勝手◎。
●ロット／100 ●納期／約21日 ●サイズ／270×350㎜
●名入れ方法／シルク印刷
●名入れサイズ／W150×H150㎜

不織布マチ付バッグ（大）

218 1627 ¥120（税抜価格）
収納力に優れた縦長マチ付バッグ。
●ロット／100 ●納期／約21日 ●サイズ／320×450×マチ120㎜
●名入れ方法／シルク印刷
●名入れサイズ／W120×H150㎜

ベーシックトート100 A4縦

224 5007 ¥110（税抜価格）
厚手で型崩れしにくいスクエア型バッグです。A4横など他のサイズも用意し
ています。
●ロット／200 ●納期／約14日 ●サイズ／260×330×90㎜
●名入れ方法／シルク印刷、転写印刷
●名入れサイズ／W150×H150㎜

カジュアルトート75 A4縦

222 5007 ¥76（税抜価格）
肩掛けできる船底タイプのホック付きバッグです。A4横など他のサイズも
用意しています。
●ロット／200 ●納期／約14日 ●サイズ／350/260×330×90㎜
●名入れ方法／シルク印刷、転写印刷
●名入れサイズ／W150×H150㎜

アドバッグ75 持ち手付 A4縦マチ無し

220 5007 ¥49（税抜価格）
チラシやカタログ入れとして。薄手タイプ、厚手タイプも用意しています。
●ロット／200 ●納期／約14日 ●サイズ／270×350㎜
●名入れ方法／シルク印刷、転写印刷
●名入れサイズ／W150×H150㎜

不織布マチ付バッグ（小）

217 1627 ¥110（税抜価格）
小ぶりでも容量たっぷり! トート型マチ付バッグ。
●ロット／100 ●納期／約21日 ●サイズ／320×330×マチ110㎜
●名入れ方法／シルク印刷
●名入れサイズ／W150×H100㎜

ベーシックトート75 A4縦

223 5007 ¥90（税抜価格）
シャープな印象のスクエア型バッグです。A4横など他のサイズも用意してい
ます。
●ロット／200 ●納期／約14日 ●サイズ／260×330×90㎜
●名入れ方法／シルク印刷、転写印刷
●名入れサイズ／W150×H150㎜

シンプルトート75 A4縦

221 5007 ¥52（税抜価格）
底マチ、ガゼットタイプのバッグです。A4横など他のサイズも用意しています。
●ロット／200 ●納期／約14日 ●サイズ／330/270×345×60㎜
●名入れ方法／シルク印刷、転写印刷
●名入れサイズ／W150×H150㎜

アドバッグ75 小判抜き A4縦マチ無し

219 5007 ¥39（税抜価格）
チラシやカタログ入れとして。薄手タイプも用意しています。
●ロット／200 ●納期／約14日 ●サイズ／270×400㎜
●名入れ方法／シルク印刷、転写印刷
●名入れサイズ／W150×H150㎜
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ハイクラスネイルケアセット

390 1148 ¥3,000（税抜価格）
重厚な革製専用ケースに設えた本格派ネイルケア7点セット｡
●ロット／100 ●納期／15日 ●サイズ／68×119×25㎜
●名入れ方法／型押し、パッド印刷
●名入れサイズ／W35×H10㎜

紙せっけん 50枚入

388 1297 ¥350（税抜価格）
クリーミィな泡で洗い上がりもサッパリ。風邪や食中毒の予防。オリジナル
対応可。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
●名入れサイズ／W45×H20㎜

休足時間

389 1267 ¥110（税抜価格）
3,000個からタトウケース作成（前面名入れ）。お風呂上り・寝る前に、ピタッと
貼れて、足すっきりさわやか。
●ロット／1,000 ●納期／21日 ●サイズ／132×180×3㎜
●名入れ方法／パッド印刷（黒または白1色）
●名入れサイズ／W40×H15㎜

緑茶配合あぶらとり紙 30枚入

386 1297 ¥50（税抜価格）
天然緑茶を配合したあぶらとり紙。オリジナル対応可。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
●名入れサイズ／W45×H20㎜

あぶらとり紙 Oタイプ ひまわり

384 1297 ¥25（税抜価格）
低価格で人気。オリジナルデザインで小ロットから対応しています。日本製。
●ロット／1,000 ●納期／約15日 ●サイズ／約79×104×3㎜
●名入れ方法／箔押し
●名入れサイズ／W45×H20㎜

マジカルあぶらとり紙 30枚入

387 1297 ¥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。オリジナル対応可。
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
●名入れサイズ／W45×H20㎜

うきうきあぶらとり紙 20枚入

385 1297 ¥68（税抜価格）
模様が浮き出る不思議なあぶらとり紙。オリジナル対応可。日本製。
●ロット／1,000 ●納期／約15日 ●サイズ／約95×75×4㎜
●名入れ方法／箔押し
●名入れサイズ／W45×H20㎜

広告マスク

382 1024 ¥41（税抜価格）
チラシやクーポンの差し込みに便利なアド・ポケット付マスク。個包装なの
で、衛生的で安心。
●ロット／1,000 ●納期／14～20日 ●サイズ／95×180㎜
●名入れ方法／オフセット印刷
●名入れサイズ／W95×H175㎜

BOXマスク 20枚入り

383 1024 ¥600（税抜価格）
20枚入りマスクをオリジナル紙製BOXにいれました。100個～オリジナル
印刷にて作成可能。
●ロット／100 ●納期／20日 ●サイズ／220×34×120㎜
●名入れ方法／オンデマンド印刷、オフセット印刷
●名入れサイズ／W220×H34×D120㎜
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キーケース

497 1080 ¥3,800（税抜価格）
ナチュラルシュリンク牛革を使用したジッパー
式ポーチキーケースです。
●ロット／100 ●納期／60日 ●サイズ／120×87×10㎜
●名入れ方法／空押し、箔押し
●名入れサイズ／W50×H20㎜

シューホーン

495 1080 ¥3,200（税抜価格）
ステンレス製の靴べらとナチュラルスムース牛
革カバーのセットです。
●ロット／100 ●納期／60日 ●サイズ／117×53×18㎜
●名入れ方法／空押し、箔押し
●名入れサイズ／W30×H20㎜

シューホーン

494 1080 ¥2,500（税抜価格）
ステンレス製の靴べらにナチュラルシュリンク
牛革を貼り縫製しました。
●ロット／100 ●納期／60日 ●サイズ／160×50×22㎜
●名入れ方法／空押し、箔押し
●名入れサイズ／W30×H20㎜

名刺ケース

498 1080 ¥4,500（税抜価格）
ナチュラルスムース牛革を使用したオーソドック
スな通しマチの名刺入れです。
●ロット／100 ●納期／60日 ●サイズ／110×75×22㎜
●名入れ方法／空押し、箔押し
●名入れサイズ／W50×H20㎜

ペンケース

496 1080 ¥3,800（税抜価格）
ナチュラルスムース牛革を使用した三角マチの
シンプルなペンケースです。
●ロット／100 ●納期／60日 ●サイズ／180×55×38㎜
●名入れ方法／空押し、箔押し
●名入れサイズ／W50×H20㎜

レザフェス 
A4三つ折りホルダー（オレッタ） 797LF

493 1491 ¥1,300（税抜価格）
A4サイズの書類を三つ折りでコンパクトに持ち
運べるホルダー。（合成皮革タイプ）
●ロット／200 ●納期／18日 ●サイズ／225×120×15㎜
●名入れ方法／空押しのみ、シルク印刷
●名入れサイズ／約W56×H39㎜

重要書類ホルダー FHB-140-01 黒

487 1068 ¥1,100（税抜価格）
大切な書類をしっかり保持する三つ折り合皮
製。タイトル、社名も名入れ可能です。
●ロット／30 ●納期／20日 ●サイズ／240×325×23㎜
●名入れ方法／箔押し
●名入れサイズ／約W120×H40㎜

重要書類ホルダー FHB-140-09 茶

488 1068 ¥1,100（税抜価格）
大切な書類をしっかり保持する三つ折り合皮
製。タイトル、社名も名入れ可能です。
●ロット／30 ●納期／20日 ●サイズ／240×325×23㎜
●名入れ方法／箔押し
●名入れサイズ／約W120×H40㎜

重要書類ホルダー FHB-141-01黒

489 1068 ¥2,200（税抜価格）
厚手の書類も収納できる合皮製のケースタイプ。
タイトル、社名も名入れ可能です。
●ロット／30 ●納期／20日 ●サイズ／235×335×35㎜
●名入れ方法／箔押し
●名入れサイズ／約W120×H40㎜

シンセティックレザーファイル SLF-10黒

486 1068 ¥1,000（税抜価格）
高級感あふれる合皮製クリアブック。メニュー
や案内用におすすめ。10ポケット。
●ロット／30 ●納期／20日 ●サイズ／242×320×13㎜
●名入れ方法／箔押し
●名入れサイズ／約W120×H40㎜

証書・賞状ホルダー SYB-140 黒

484 1068 ¥950（税抜価格）
A4片面タイプの賞状ホルダーです。右側にA4
賞状が収納可能です。合皮製。
●ロット／30 ●納期／20日 ●サイズ／314×223×6㎜
●名入れ方法／箔押し
●名入れサイズ／約W120×H40㎜

証書・賞状ホルダー SYB-160 黒

485 1068 ¥950（税抜価格）
A3二つ折りタイプの賞状ホルダーです。合皮製。
●ロット／30 ●納期／20日 ●サイズ／314×220×8㎜
●名入れ方法／箔押し
●名入れサイズ／約W120×H40㎜

レザーマウスパット

491 5026 ¥500（税抜価格）
リサイクルレザーの高級感あるマウスパット。
デスク周りのグッズは訴求効果も◎。
●ロット／素押し・箔押し：300、シルク印刷：200
●納期／約14日（在庫対応納期となりますので在庫があ
ることが前提となります。） ●サイズ／約170×150㎜
●名入れ方法／素押し、箔押し、シルク印刷
●名入れサイズ／素押し、箔押し：W60×H60㎜、シルク
印刷：W140×H120㎜

レザーボタントレイ

492 5026 ¥850（税抜価格）
高級感のあるレザーの小物入れ。
●ロット／素押し・箔押し：300、パッド印刷：200
●納期／約14日（在庫対応納期となりますので在庫があ
ることが前提となります。）
●サイズ／組立時：約138×138×40㎜
●名入れ方法／素押し、箔押し、パッド印刷
●名入れサイズ／A：W45×H10㎜、B：W10×H45㎜

メモパッド

490 1441 ¥350（税抜価格）
高級感ある合皮のケースにメモ用紙20 0枚を
セット。
●ロット／100 ●納期／14日 ●サイズ／105×105×30㎜
●名入れ方法／パッド印刷
●名入れサイズ／W50×H50㎜
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