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オープンキャンパスや展示会などのイベント、抽選会や入会記念などのキャンペーンで、
もらってうれしい使えるグッズをラインアップ。用途に応じた販促品で、好印象をプラス！

激安
商品

季節
商品

定番
商品

定番
商品

除菌ウェットティッシュで
手軽にオリジナルPR

超スリム設計の傘は
プレミアムな販促品に

通勤・通学の花粉対策に
ポケットインの空間除菌

ご家庭に1つあると安心
防災常備品9点セット

ディスプレイ用のれん

最低ロット：1,000個 サイズ：75×140×20ｍｍ 
オリジナルフラップ：1色印刷
1個あたり ご提供価格 80円（税別）※名入れ代込（版代別途）

ウェットティッシュワイド除菌〔20枚入〕 （名入れフラップ付） 最低ロット：100本 サイズ：48ｃｍ カラー：ブラック・グレー・ネイビー・マリンブルー・ブルー・サックス・
ラベンダー・ピンク・ローズ・ブラウン・ベージュ・オレンジ・キウイ・エメラルド・グリーン
名入れ：専用ケースに印刷・1ヶ所・1色
1本あたり ご提供価格 2,300円（税別）※名入れ代込（版代別途）

e-DRY 5本骨 48ウルトラスリム （名入れ付）

最低ロット：72個（12個入×6カートン）
1個あたり ご提供価格 1,070円（税別）

クイックシールドエアーマスクポケット
最低ロット：60セット(60入×1カートン) 個包装：透明袋入
1セットあたり ご提供価格 600円（税別）

緊急 防災常備セット

最低ロット：32個(32入×1カートン)
サイズ：直径88×238ｍｍ
容量：680ｍｌ 素材：ステンレス・PP
カラー：単色
1個あたり ご提供価格 800円（税別）

　缶・ペットボトルがぴったり
　入るステンレスポット

最低ロット：80個(80入×1カートン)
サイズ：直径70×180ｍｍ
素材：イソプレンゴム・ポリエステル
カラー：4色アソート(イエロー・ブラック・ブルー・ピンク)
名入れ：1ヶ所(25×40ｍｍ) 1色印刷
1個あたり ご提供価格 350円（税別）
※名入れ代込（版代別途）

　あると便利!立つポーチ
　 （名入れ付）

最低ロット：100個
サイズ：直径11×141ｍｍ
ボール径：0.7ｍｍ カラー：黒・赤・青 
名入れ：1ヶ所 文字1色パッド印刷 
1本あたり ご提供価格 100円（税別）
※名入れ代込（版代別途）

　ビクーニャエックスBX107
　 （名入れ付）

最低ロット：300個(300入×1カートン)
サイズ：62×108×6ｍｍ
素材：ABS・紙 カラー：白
名入れ：1ヶ所(33×84ｍｍ)
　　　 フルカラー印刷
1個あたり ご提供価格 210円（税別）
※名入れ代込（版代別途）

　カラフルふせんセット
　 （名入れ付）

最低ロット：200個(200入×1カートン)
サイズ：67×92×10ｍｍ
素材：ABS・紙 カラー：白・黒
名入れ：1ヶ所(35×80ｍｍ)
　　　 フルカラー印刷(白のみ)
1個あたり ご提供価格 370円（税別）
※名入れ代込（版代別途）

　ペン付きケース入りふせん
　 （名入れ付）

最低ロット：200枚(200入×1カートン)
サイズ：310×355ｍｍ 素材：コットン(薄手)
カラー：ナチュラル・紺・黒
名入れ：1ヶ所(200×160ｍｍ)
　　　 シルク1色片面印刷 
1枚あたり ご提供価格 300円（税別）
※名入れ代込（版代別途）

　コットンバッグA4ワイド
　 （名入れ付）

最低ロット：100枚(100入×1カートン)
サイズ：350×280×80ｍｍ
素材：PP不織布 マジックテープ付き 底ボール入
カラー：ブラック・ネイビー・ベージュ・
　　  ライトブルー・オレンジ・エンジ
名入れ：1ヶ所(200×100ｍｍ) シルク1色片面印刷 
1枚あたり ご提供価格 310円（税別）
※名入れ代込（版代別途）

　ビズソフトバッグWG-A4
　 （名入れ付）

トクした! 来てよかった! につながる実用アイテムを大特集。

春からの学生向けイベントを応援！

・オリジナル制作可能な
 フラップデザイン
・柔らか肌心地＆しっかり除菌
・お得な20枚入り

・収納時幅35mmの
 極細折りたたみフレーム
・強力撥水加工で水はじき長持ち
・15色の豊富なカラー展開

携帯性を最優先に考えた折りたたみ傘「ウルトラスリム」なら、
バッグの中でかさばらず、常備したままでも持ち運びが苦になりません。
なおかつ傘骨には強度のあるスチール素材、生地には強力撥水持続
加工「e-DRY」を採用し、付加価値の高い記念品としておすすめです。

実例TOPICS!
食品スーパー様にてディスプレイ用のれんを採用いただきました

缶やペットボトルが
そのまま入るポット
これからのシーズンに大活躍の、
缶飲料やボトル飲料用の新発想ポット。

● お気に入り文具を
 スッキリ収納
● コスメポーチや
 ペットボトル入れなど
 使い方いろいろ

いろんなシーンで
大活躍のトートバッグ

資料を入れて配布するのはもちろん、
オリジナルロゴを入れればPR効果も大。

なめらかな書き味に特徴のある、
付加価値の高いぺんてるボールペン。
なめらかな書き味に特徴のある、
付加価値の高いぺんてるボールペン。

持ち運びに便利な
ケース入りふせん

●７色のカラフルなふせんセット
●携帯に最適なペン付きセットも

ハードケースに入って持ち運びしやすい、
使い勝手のよいふせんセットです。

・CIO₂(二酸化塩素)の力で
 ウィルス・菌を除去
・ポケットに入れておくだけで
 空間を除菌＆消臭
・2ヶ月間効果が持続

花粉の季節に大活躍の除菌グッズ。
胸ポケットに入れておくと、空間に浮遊する
花粉やウィルスを除去してくれます。
汗の臭いも抑えるうれしい販促品です。

名入れオリジナル製作OK!

店舗や売場の魅力を演出し、イベント感と活況ムードを盛り上げる
のれんやタペストリーなどのＳＰツール。さまざまなデザインと形態
によるオリジナルのご提案が効果を発揮するオーダーメイドの
販促品です。

もしもの時のためにご家庭
に備えておきたい非常時
対策グッズ。災害の際に
役立つ常備品9点を販促品
としてセレクトしました。

柔らかな肌心地のレーヨン不織布を使用し、
アルコール30％以上配合した除菌タイプ。
オリジナルデザインのフラップを作成することで、
PR効果が期待できます。シーンを選ばず誰に
でも喜ばれる、一年を通して活用可能な
バラまきツールです。
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名入れ
可能！

<セット内容>
●ブランケット(600×800ｍｍ)
※色はランダムになります
●緊急簡易トイレ 
●防災用ウェットハンディ20枚入 
●ポーチ ●救急ばんそうこう大4枚
●救急ばんそうこう小2枚 
●カット綿6枚 ●綿棒10本 ●マスク

名入れオリジナル制作OK

● 低粘度ビクーニャインキを搭載 
● 書いた瞬間に感じる軽やかさと
 どこまでも続くなめらかさ。

●コットン100％使用の
  トートバッグと不織布を
  使用したマチ付きバッグ

●コットン100％使用の
  トートバッグと不織布を
  使用したマチ付きバッグ

名入れオリジナル制作OK

1
蓋に保冷剤を内蔵
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名入れオリジナル
制作OK

幅35  /mm

5

● 500㎖缶・ペットボトルがすっぽり
● ステンレス真空二重構造で
 冷たさしっかりキープ

名入れ
オリジナル
制作OK

なめらかな書き味が
クセになるボールペン

ペン立てにもなる
便利なマルチポーチ
ペンケースをはじめマルチに使える
実用性の高さが人気のポーチです。
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「 売場の空間やディスプレイを
 より魅力的にするものを探していた」
「 店内装飾の枠にとらわれず
 訴求効果の高いデザインに期待」
「 要望に応じて素材や形状の提案もしてもらい
 コスト的にも満足」

※売場写真はイメージです。

サイズ：625×1,800mm　素材：トロマット防災加工

お問い合わせください
※上記製品は一例です。詳しくはお問い合わせください。

お買い物は
お早めに!
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※大量ロットのご注文の場合、価格の相談を承ります。担当までお問い合わせください。

採用いただきました食品スーパー様の声

　　　　家電販売会社様にて
オリジナルのぼりも採用いただきました！
※詳しくはお問い合わせください。

オリジナル
のれん

このほか

プロの目利きでSPグッズを厳選

販促
EYE

他にもいろいろ、今月のおすすめはこちらです！

担当： まで

http://www.typi.co.jp

TEL 052‒914‒9111
ＴＥＬ 03‒5524‒1024

本   社

東京支社
お問い
合わせ
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