
サ イ ズ：本　体/約H330×W260(㎜)  
持ち手/約H280×W25(㎜)

カ ラ ー：ナチュラル・ピンク・ライトブルー・レッド・オレンジ・
ネイビー・ブラック

材 質：コットン
梱 包 単 位：400

数 量
ナチュラル カラー

名入無 名入有 名入無 名入有

1～

¥103

ー

¥157

ー

100～ ¥536 ¥611

500～ ¥271 ¥332

1,000～ ¥215 ¥284

A4サイズがぴったり入る
マチなしでスッキリ

A4コットンバッグ

シルク印刷
刺 繍

熱転写 インクジェット

130円（参考上代）ナチュラル
198円（参考上代）ナチュラル以外

名入れサイズ
H220×W160（㎜）

※名入無分…610枚以上元払サービス
　梱包単位以下の場合、口割れ手数料1,000円がかかります。

フルカラー
対 応

H30×W100（㎜）

02 03

ピンク
CO-1001

ご案内と注意事項

カタログご利用ガイド

・カタログ表示価格には消費税は含まれておりません。
・北海道・沖縄・その他離島地域への配送、また、分納の場
合は、実費運賃が必要となります。
・商品によっては品切れ・廃版になっている場合がございます
ので、ご提案・ご注文の際には必ず在庫確認をお願いします。
・不良品等により返品される場合、原則として商品到着後
7日以上経過したものはお受けいたしかねますのでご了承
ください。

・名入れ有の価格は、すべて1ヶ所1色名入れ、及び送料込みの価格となります。（一部商品除く）
  価格表記載以外の条件をご希望の場合は、別途御見積もり致します。
・名入れ有の価格には、原稿作成代・色校正代は含まれておりません。
  弊社にて作成・修正する場合は、別途¥3,000が必要です。
・名入れ無の価格には、送料は含まれておりません。

・納期は、工場の混み具合や時期によって、ご希望通りに
ならない場合がございますので、確認の上ゆとりを持って
ご注文をお願いいたします。
・縫製品は商品により若干サイズが異なる可能性がござい
ます。
・カタログの印刷の都合上、商品の色・素材感が実物とは
多少異なる場合がございます。
・カタログ掲載の商品は、予告なく仕様を変更する場合が
ございます。予めご了承ください。

❶本体サイズ

❷梱包単位
最低梱包数量です。梱包単位を
下回る場合は、各営業担当までお
問い合わせください。

❸名入れサイズ…名入れする絵柄の
　最大の大きさを示します。
　
❹フルカラー対応
名入れに、写真を含んだフルカ
ラー印刷が可能です。詳しくは
「データ入稿についての注意
事項」をご覧ください。 P.86

❺印刷方法説明
各商品に施すことができる印刷
方法を示します。
詳しくはプリントコラムページ
をご覧ください。 P.80

❻価格表

商品スペックについて

価格表について

❼色名・品番

価格帯別索引

Bag
 バッグ

Bottle & Tumbler
 ボトル & タンブラー

Kitchen & House Wear
 キッチン & ハウスウェア

Mobile & PC Goods
 モバイル & PCグッズ

Outdoor & Leisure
アウトドア & レジャー

Stationery
 ステーショナリー

Gift
ギフト

Apparel
アパレル

P.14

P.16

P.32

P.64

P.60

P.56

P.38

P.72

P.74

C o n t e n t s

シーン別おすすめ商品P.12

ターゲット別おすすめ商品

New Items

カラフルカタログ Q&A

P.10

P.06

P.09

商品注文書P.87

データ入稿についての注意事項P.86

プリントコラム・印刷方法のご紹介P.80
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エコバッグを活用してレジ袋の削減 長く楽しむ工夫で環境負荷の低減

マイボトルの習慣化でペットボトルの削減 マイ容器を持参して使い捨て容器の削減

 環 境 に 配 慮 し た 商 品 を 、
多 数 取 り 揃 え て い ま す

 「エ コ ロ ジーラ イ フ」を
楽 し む ご 提 案

Ecology Bag ーエコバッグー Custom Item ーカスタムアイテムー

My Bottle ーマイボトルー My Food Container ーマイ容器ー

　レジ袋の代替えに工コバッグを持参するマイバッグ運
動。平成7年に制定された包装容器リサイクル法を受けて、
既にスーパーでは有料化が進んでいますが、海洋汚染問題
の顕在化により、今後さらに対象となる業界が広がる見込
みです。
　全ての人々がエコバッグを持つ世の中になる為に、その
多様なライフスタイルにマッチするよ
うに、我々は素材・形・色・サイズ・機能…
とこだわり抜き、バリエーション豊富な
エコバッグをご用意しました。是非こ
れからのエコ生活のパートナーとなる
1品をお選びください。

　新しいものを購入するのではなく、自分にぴったりな仕
様・デザインにカスタムする。それは「工コ」の新たな道の1 
つと言えます。また自分でひと手間加えることで、既製品に
はない愛着が湧くことも魅力の一つ。
　弊社は簡単にカスタムできるタンブラーやマグカップな
どをバリエーション豊富にご用意。いつも使うものだから、
気軽に自分色へと染めること。そして、長く
愛用すること。
　「世界にたった1つ」のアイテムをどうぞお
楽しみください。

　日本の海洋ゴミの約25%が飲料用PETボトルだと言われ
ている中で、ますます注目されるのがマイボトル運動です。
　最近ではエコの観点だけでなく、健康維持の為のアイテ
ムとしても、そしてSNSのフォトアイテムとしても、若者中
心にトレンドとなっています。
　当カタログにはプライベー卜からオフィスま
で、様々なシーンで使って頂けるボトルが揃って
います。手軽な軽量クリアタイプ、高機能のステ
ンレスサーモ…etc。お気に入りを見つけて、マイ
ボトルの習慣を付けましよう!

　生活ゴミの中でも多くを占めるのが食料品の使い捨て
容器。かつて日本では自分の家から容器を持参して食料
品を購入する習慣がありました。今こそ、その習慣を再評価
する時ではないでしょうか?
　グッドデザイン賞を受賞した書き込める保存容器は、フ
タがシリコーンゴムなので、ラップを掛けずに電子レンジで
温めることが可能。中の食べ物の種類や購入した日付を書
くこともできます。
　容器を持参して食料品を買いに
行く。ゴミを出さない売り方・買い方
の1つとして、このマイ容器は大注目
の活動です。
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フルカラー印刷対応商品

220円（参考上代）

73円（参考上代）

75円（参考上代）

700円（参考上代）
390円（参考上代）

460円（参考上代）

1,700円（参考上代）

690円（参考上代）

1,500円（参考上代）

▶P.24

▶P.41

▶P.42

▶P.47
▶P.31

▶P.23

▶P.36

▶P.37

▶P.37

シャンブリック 
A4フラットトート

3色プラスワンボールペン

メタリックスクリューペン

1本で8色クレヨン1本
ベーシックサコッシュ

ユーティリティバッグ
コンビ(M) ワイド2

スタイリッシュ
真空ステンレスボトル1本

プラサーモカフェマグ

ステンレスサーモタンブラー
360㎖

Bag Stationery

Bottle& Tumbler

様々なシーンで使われる販促品を
フルカラーで作れます！
デザインの幅が広がるので
高い広告効果が期待できます！

「贈ってうれしい」、「もらってうれしい」、「使ってうれしい」をコンセプトに、
オリジナリティ溢れる新商品を揃えました！

豊富なカラーバリエーションの中から、お好みの1つを見つけてください。
New  Items
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Outdoor& Leisure Kitchen& House Wear

Mobile& PC Goods

650円（参考上代）

1,350円（参考上代）

620円（参考上代）

380円（参考上代）
1,350円（参考上代）

900円（参考上代）

350円（参考上代）

500円（参考上代）

480円（参考上代）

▶P.59

▶P.69

▶P.69

▶P.67

▶P.57

▶P.61

▶P.62

▶P.63

▶P.59

涼感マフラータオル
（ボトルケース付）

マジカルクリーンブラシ

折りたたみスタンドミラー
ミニ

書き込める保存容器
280㎖

LEDクラシック
ランタンライト1個

備えて安心
乾電池式充電器

2WAYスマホリング 1個

レザーマウスパッド
（スクエア）

何個から作れるの？
1個単位でのポリ袋入れや
のし巻加工などはできるの？

その他、ご要望・ご質問がございましたら、営業担当までお問い合わせください！

個性的なモノを
作りたいんだけど…

納期はどれぐらい？ 予算が決まってるんだけど…

バッグにもなる
シートクッション

Q&A
Q Q Q

Q Q

New  Items

カラフルカタログ

基本的には100個から名入れが
可能です。小ロットから作成できま

すので、お気軽にお申し付けください！

可能です。
その他、化粧箱にセットして納品

など、様々なご要望に対応いたします。

老若男女問わず喜んでいただけ
る商品を取り揃えております。配

る相手に合わせた、ぴったりなアイテム
がきっと見つかるはずです！
また、カタログに掲載のない商品のお
問い合わせにも対応いたしますので、
お気軽にご相談ください。

校了後、通常約3週間で納品が可
能です。

※商品、数量、在庫状況や工場の状況
により変動いたしますので、詳しくはお
問い合わせください。

カラフルカタログには、低単価の
商品から、ちょっと高級な商品ま

で、あらゆるジャンル・価格帯の商品を
取り扱っています。ご相談いただけれ
ば、予算に合わせたご提案もさせてい
ただきます。

A A A

A A

「贈ってうれしい」、「もらってうれしい」、「使ってうれしい」をコンセプトに、
オリジナリティ溢れる新商品を揃えました！

豊富なカラーバリエーションの中から、お好みの1つを見つけてください。
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キャンパスライフを盛り上げる
カラフルで多彩なステーショナリー
オープンキャンパスでの
配布用にもぴったりです

毎日使うものだからこそ、
使いやすさが重要！
そこにかわいさやおしゃれさも
プラスして

オフィスでも、外出時にも
役立つ便利でスマートな
グッズを集めました

リラックスタイムのお供に、
あると助かる便利アイテムで
快適なシニアライフを
サポートします

おすすめ商品ターゲット別

学 生 主 婦

ビジネスマン シニア

スラリ ホワイト軸 0.7
100円（参考上代） ▶P.44

厚手コットンマルシェバッグ(M)
290円～（参考上代） ▶P.18

タッチペン付スクリューペン
140円（参考上代） ▶P.42

真空ステンレスタンブラー 450㎖
1,680円（参考上代） ▶P.36

デイリーユースノート
520円（参考上代） ▶P.51

カードケース
190円（参考上代） ▶P.53

超吸水マイクロファイバー傘カバー
600円（参考上代） ▶P.58

スマートエマージェンシーボトル 5点セット
980円（参考上代） ▶P.57

文具まとめて持ち運びポーチ
780円（参考上代） ▶P.53

くるくるキッチンタイマー
1,100円（参考上代） ▶P.66

USBハブ スクエア
900円（参考上代） ▶P.63

ルーペでメガネ
1,250円（参考上代） ▶P.70
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カタログなどの配布用バッグや、
来場記念のノベルティなど
多くの方に自社を
アピールできるチャンス！

住宅展示場や
車のショールームなど
ファミリーで参加するイベントの
景品に最適です

フルカラーや多色で印刷された
オリジナリティ溢れるグッズは、
ライブイベントを
さらに盛り上げます！

入学・卒業・入社記念品などの
特別なシーンには、
ワンランク上の
高級感あるアイテムを

おすすめ商品シーン別

展示会 ファミリー

ライブグッズ 記念品

A4コットンバッグ
130円～（参考上代） ▶P.17

スリムボトルカラーペン12 色セット
350円（参考上代） ▶P.47

デニムトート（S）
700円～（参考上代） ▶P.18

金色のペアタンブラーセット
1,250円（参考上代） ▶P.36

サラサクリップ 0.3
100円（参考上代） ▶P.45

じわっととろけるアイスクリームスプーン
500円（参考上代） ▶P.66

キャンバスベーシックポーチ
300円～（参考上代） ▶P.29

ラバーウッドマルチデスクスタンド
550円～（参考上代） ▶P.54

マルチメモ
300円～（参考上代） ▶P.50

お菓子4 種パック
100円（参考上代） ▶P.73

スリムクリアボトル
600円（参考上代） ▶P.33

モバイルチャージャー 3000
2,800円（参考上代） ▶P.61
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価格帯別索引

品　　名 価格 掲載
ページ

USBハブ スクエア ¥900 63

キャンバスバイカラートート（S） ¥950 19

4.0オンスプロモーションTシャツ ホワイト・ＸＸＬ ¥950 74

4.1オンスドライアスレチックTシャツ 120～150 ¥950 75

キャンバススクエア保冷トート(S) ナチュラル以外 ¥980 30

スマートエマージェンシーボトル5点セット ¥980 57

オシャレで便利なスキレット ¥980 65

4.1オンスドライアスレチックTシャツ Ｓ～ＸＬ ¥1,000 75

5.6オンスハイクオリティーTシャツ ホワイト・90～150 ¥1,000 75

1,001円

〜

2,000円

4.0オンスプロモーションTシャツ カラー・ＸＸＬ ¥1,050 74

くるくるキッチンタイマー ¥1,100 66

5.6オンスハイクオリティーTシャツ カラー・90～150 ¥1,100 75

5.6オンスハイクオリティーTシャツ ホワイト・Ｓ～ＸＬ ¥1,100 75

ペニンシュラアニマルスタンド テープディスペンサー（ウマ） ¥1,200 55

ペニンシュラアニマルスタンド テープディスペンサー（イヌ） ¥1,200 55

ペニンシュラアニマルスタンド テープディスペンサー（ブタ） ¥1,200 55

ペニンシュラアニマルスタンド テープディスペンサー（ヒツジ） ¥1,200 55

5.6オンスハイクオリティーTシャツ カラー・Ｓ～ＸＬ ¥1,200 75

金色のペアタンブラーセット ¥1,250 36

ルーペでメガネ ¥1,250 70

レジかご対応！お買い物バッグ ¥1,350 23

LEDクラシックランタンライト1個 ¥1,350 57

クックドームスチーマー ¥1,350 65

マジカルクリーンブラシ ¥1,350 69

日本のこころ 湯めぐり七点揃え ¥1,350 72

ステンレスサーモタンブラー ¥1,500 37

スリムサーモ ステンレスボトル300㎖ ¥1,600 34

5.6オンスロングスリーブTシャツ ホワイト・140～160 ¥1,600 76

4.1オンスドライアスレチックポロシャツ XS～XL ¥1,600 77

4.4オンストライブレンドＶネックTシャツ ¥1,650 76

真空ステンレスタンブラー450㎖ ¥1,680 36

スタイリッシュ真空ステンレスボトル1本 ¥1,700 36

5.6オンスロングスリーブTシャツ カラー・140～160 ¥1,700 76

5.6オンスロングスリーブTシャツ ホワイト・S～XL ¥1,700 76

スティックサーモボトル ¥1,800 34

5.6オンスロングスリーブTシャツ カラー・S～XL ¥1,800 76

4.1オンスドライアスレチックポロシャツ XXL～XXXXL ¥1,800 77

6.2オンスドライハイブリッドポロシャツ ¥1,850 77

スリムサーモ ステンレスボトル500㎖ ¥1,900 34

スタンド付モバイルチャージャー2200 ¥1,980 61

5.6オンスロングスリーブTシャツ ホワイト・XXL ¥2,000 76

ナイロンイベントブルゾン ¥2,000 79

2,001円

〜

5.6オンスロングスリーブTシャツ カラー・XXL ¥2,150 76

モバイルチャージャー3000 ¥2,800 61

10.0オンス T/Cスウェットパンツ 150 ¥3,900 78

10.0オンス T/Cスウェットパンツ Ｓ～ＸＬ ¥4,200 78

10.0オンス T/Cスウェットフルジップ パーカ 150 ¥4,400 78

10.0オンス T/Cスウェットフルジップ パーカ Ｓ～XL ¥4,800 78

10.0オンス T/Cスウェットパンツ ＸＸＬ ¥5,050 78

10.0オンス T/Cスウェットフルジップ パーカ ＸＸＬ ¥5,750 78

品　　名 価格 掲載
ページ

〜

100円

スカッシュボールペン ¥39 41

ありがとう キューブBOXティッシュ50W1個 ¥67 72

ラペルボールペン ¥68 41

3色プラスワンボールペン ¥73 41

メタリックスクリューペン ¥75 42

しおりルーペ ¥90 54

不織布A4フラットトート ¥100 26

ホワイトクリップシャープ 0.5 ¥100 43

スラリ　ホワイト軸 0.7 ¥100 44

サラサクリップ 0.3 ¥100 45

油よごれウェットクリーナー30枚入り ¥100 71

お菓子4種パック ¥100 73

101円

〜

200円

キラリッチ ¥120 45

クリヤーケース A8 ¥120 52

A4コットンバッグ　ナチュラル ¥130 17

ウタマロ洗濯石鹸133g ¥132 71

タッチペン付スクリューペン ¥140 42

コットン巾着(M) ナチュラル ¥150 28

サラサドライ0.4 ¥150 45

マッキ―ノック 細字 ¥150 46

ポケットミラー ¥160 68

不織布A4スクエアトート ¥170 26

不織布スタンダードバッグ ¥170 26

コットンバッグ（M） ナチュラル ¥178 17

コットン巾着(M) ナチュラル以外 ¥180 28

水拭きで消せるマッキー ¥180 46

クリヤーケース PEN（通帳） ¥180 52

ツイストリング・ノート（メモサイズ） ¥190 51

カードケース ¥190 53

A4コットンバッグ ナチュラル以外 ¥198 17

スタイリッシュメタルボールペン ¥200 42

クリヤーケース A5 ¥200 52

 201円

〜

300円

不織布スクエアトート ¥210 27

不織布ツートンカラートート ¥210 27

ペンケース ¥210 53

シャンブリック A4フラットトート ¥220 24

コットン巾着（L) ナチュラル ¥220 28

フロストスクエアミラー（S） ¥220 68

クルティア ¥230 46

コットンリネン巾着（S) ¥240 28

厚手コットンミニサコッシュ ナチュラル ¥240 31

ネピアパブリック8ロールダブル ¥240 72

厚手コットンバッグ(M) ナチュラル ¥250 18

キャンバスフラットポーチ（S) ナチュラル ¥250 29

コットン巾着（L) ナチュラル以外 ¥260 28

コットンバッグ（M） ナチュラル以外 ¥268 17

厚手コットンマルシェバッグ(M) ナチュラル ¥290 18

キャンバスフラットポーチ（S) ナチュラル以外 ¥290 29

厚手コットンミニサコッシュ ナチュラル以外 ¥290 31

クリヤーケース A4 ¥290 52

品　　名 価格 掲載
ページ

厚手コットンバッグ(M) ナチュラル以外 ¥300 18

不織布スクエアトート（Ｌ） ¥300 27

キャンバスフラットポーチ（M) ナチュラル ¥300 29

キャンバスベーシックポーチ ナチュラル ¥300 29

不織布保冷ライントート ¥300 30

不織布保冷ボックストート ¥300 30

スラリ3C ホワイト軸0.7 ¥300 44

マルチメモ（S） ¥300 50

キャラクター巾着袋付き お菓子パック4点セット ¥300 73

和柄ギフト米150ｇ（窒素ガス充填） ¥300 73

 301円

〜

400円

キャンバストート（SS) ナチュラル ¥310 20

コットンリネン巾着（M) ¥320 28

ツイストリング・ノート セミB5（リーフ30枚） ¥320 51

フロストスクエアミラー(M) ¥320 68

キャンバストート（S） ナチュラル ¥330 20

キャンバスフラットポーチ（M) ナチュラル以外 ¥340 29

キャンバスベーシックポーチ ナチュラル以外 ¥340 29

キャンバストート（SS) ナチュラル以外 ¥350 20

スリムボトルカラーペン12色セット ¥350 47

2ＷＡＹスマホリング 1個 ¥350 62

厚手コットンマルシェバッグ(M) ナチュラル以外 ¥370 18

ジュートコットントート（S) ¥370 24

キャンバストート（S） ナチュラル以外 ¥380 20

書き込める保存容器280㎖ ¥380 67

キャンバストート（SM) ナチュラル ¥390 20

ベーシックサコッシュ ¥390 31

シャンブリック ラウンドボトムバッグ ¥400 24

マルチメモ（M) ¥400 50

モバイルリングホルダー フルカラー対応 ¥400 62

フリースミニブランケット ¥400 70

401円

〜

500円

ライトキャンバスバッグ（L） ナチュラル ¥410 19

厚手コットンシューズケース ¥420 29

スタジアムクッション ¥420 59

キャンバストート（M） ナチュラル ¥430 21

陶器マグストレート（M） ¥430 37

ポリキャンバストート（S) ¥450 22

デルガード0.5 ¥450 43

スラリ2＋S 0.5 ¥450 44

クッションマウスパッド ¥450 63

スタンドジャーパック2枚組 ¥450 67

キャンバストート（SM) ナチュラル以外 ¥460 20

ユーティリティバッグコンビ(M)2 ¥460 23

ユーティリティバッグコンビ(M) ワイド2 ¥460 23

ライトキャンバスバッグ（L） ナチュラル以外 ¥470 19

ジュートコットントート（M) ¥470 24

ポータブルロール付箋 ¥470 50

イベントリュック ¥480 31

バッグにもなるシートクッション ¥480 59

マルチメモ（L) ¥500 50

レザーマウスパッド（スクエア） ¥500 63

品　　名 価格 掲載
ページ

じわっととろけるアイスクリームスプーン ¥500 66

稲穂付き 皇室献上献穀米300ｇ ¥500 73

 501円

〜

700円

キャンバストート（M） ナチュラル以外 ¥520 21

デイリーユースノート ¥520 51

書き込める保存容器400㎖ ¥520 67

キャンバストート（ML)　ナチュラル ¥530 21

ポイントカードホルダー（20枚） ¥530 53

コンパクトバッグ（M）ポーチ付 ¥550 25

ラバーウッドマルチデスクスタンド ナチュラル ¥550 54

ハンディエコステープラー ¥550 54

ポリキャンバストート（M) ¥580 22

キャンバストート（L) ナチュラル ¥600 21

スリムクリアボトル ¥600 33

クリアキャップボトル ¥600 33

カスタムデザインタンブラー FC350㎖ ¥600 35

超吸水マイクロファイバー傘カバー ¥600 58

スマートデザインモップ ¥600 69

今治ポケットたおる ¥600 72

ラバーウッドマルチデスクスタンド ブラウン ¥620 54

折りたたみスタンドミラー ミニ ¥620 69

キャンバストート（ML) ナチュラル以外 ¥640 21

涼感マフラータオル（ボトルケース付） ¥650 59

サラッとすくえる珪藻土スプーン ¥650 66

アメリカンメッシュキャップ ¥650 79

カフェタンブラー スタッキング ¥680 35

プラサーモカフェマグ ¥690 37

デニムトート（S) インディゴ ¥700 18

ポリキャンバストート（L) ¥700 22

折りたたみカラフルトート1個 ¥700 25

ロールバッグ1個 ¥700 25

1本で8色クレヨン1本 ¥700 47

エア弁付きカラフルパック3個組 ¥700 65

じわっととろけるバターナイフ ¥700 66

701円

〜

1,000円

キャンバストート（L) ナチュラル以外 ¥730 21

フリースレギュラーブランケット ¥750 70

5段プリーツマスク 50枚入り ¥750 71

4.0オンスプロモーションTシャツ ホワイト・XS～XL ¥750 74

デニムトート(S) ウォッシュブルー・ヴィンテージブルー ¥780 18

文具まとめて持ち運びポーチ ¥780 53

ペニンシュラアニマルスタンド（ウマ） ¥800 55

ペニンシュラアニマルスタンド（イヌ） ¥800 55

ペニンシュラアニマルスタンド（ブタ） ¥800 55

ペニンシュラアニマルスタンド（ヒツジ） ¥800 55

3in1万能ピーラー ¥800 67

車内対応！アンブレラケース ¥850 58

4.0オンスプロモーションTシャツ カラー・XS～XL ¥850 74

キャンバススクエア保冷トート(S) ナチュラル ¥880 30

ベーシック折りたたみ傘 ¥880 58

備えて安心 乾電池式充電器 ¥900 61

ころりんキュービッククロック ¥900 62


