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オリジナルポリうちわ レギュラータイプ

レギュラーサイズとは・・・
一般的に流通しているうちわのサイズです。

���mm

���mm

���mm

仕様
商品名 レギュラーサイズうちわ

素材 再生ポリプロピレン

骨 白骨

サイズ・用紙 【骨】���×���mm（持ち手部分 ���mm）
【紙】コート �� キロ

印刷 枚数により印刷方法が異なります。

梱包形態 ��� 本／ケース （��� 本から対応可能）

ケース重量 （��� 本入）約 ��.�kg

ケースサイズ （��� 本入）���×���×D���mm

※再生 PPとは、PP（ポリプロピレン）を再利用しエコマークを取得した商品。
　中央部にエコマークの刻印があります。

エコマーク入り
変更可

※使用する骨に関しましては環境に配慮して白のリサイクル骨にも変更出来ます。

※繁忙期には多少納品までに時間がかかる場合がございます。

（白骨）表・裏　両面フルカラー　オリジナル印刷　　　　　　　　　　　

品番：UTR-001



骨選択（オプション）　別途追加費用が発生致します。

�

（カラー骨はエコマークの対応がありません）カラー骨カラー骨

資材を再利用した骨や
焼却時の環境汚染に配慮した骨など
地球にやさしい骨をバリエーションから選べます。

環境に優しい骨環境に優しい骨

特殊骨特殊骨 太陽光に当てると赤紫色に変色する骨や
光を蓄積して、暗い場所で発光する骨など
特殊な骨です。

⑪ブラック
※ブラックはエコマーク入りのみ

PP（ポリプロピレン）を再利用し
エコマークを取得した商品で中
央部にエコマークの刻印が有り
ます。

エコマーク入り

①レッド ②ディープピンク ③ピンク

⑦ライトグリーン ⑧ダークブルー ⑨ライトブルー

④イエロー ⑤オレンジ ⑥グリーン

⑩クリアブルー

生分解性樹脂
配合

生分解性樹脂
配合

生分解性樹脂配合うちわ骨
テグラノボン（酸化分解剤）配合のこのうちわはテグラノ
ボンだけが分解するのではなくプラスチック自身が酸化
して、分解するのを助ける素材です。

ダイオキシン
抑制

ダイオキシン
抑制

ダイオキシン抑制うちわ骨
（特殊酸化鉄）を配合したこのうちわは、焼却された
時、燃焼触媒機能の働きで完全燃焼し易くなりダイ
オキシンの生成抑制に有効に作用します。

特殊
酸化鉄
特殊
酸化鉄NOVONNOVON

赤紫色に
変色

赤紫色に
変色

太陽光（紫外線）が、団扇にあたると不透明の骨がみるみるうち
に赤紫色に変色し紫外線を遮断すると元の不透明に戻ります。UV骨
太陽光（紫外線）に当てると・・・

通常時

暗い場所で
発光

蓄光塗料を、PP（ポリプロピレン）に配合しており光を蓄
積できるので、暗い場所で発光します。

光を蓄積して・・・
蓄光骨

通常時
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骨選択（オプション）　別途追加費用が発生致します。

コンパクトタイプ
平柄うちわコンパクトタイプとは・・・
左頁の原寸サイズのようにA�封筒に
ピッタリ納まるサイズのうちわです。

再生PP骨（エコマーク付き）
PP（ポリプロピレン）を再利用
しエコマークを取得した商品で
中央部にエコマークの刻印が
有ります。

エコマーク入り 仕様
商品名 コンパクトサイズうちわ

素材 再生ポリプロピレン

サイズ・用紙 【骨】���×���mm（持ち手部分 ���mm）
【紙】コート �� キロ

印刷 枚数により印刷方法が異なります。

梱包形態 ��� 本／ケース （��� 本から対応可能）

ケース重量 （��� 本入）約 ��kg

ケースサイズ （��� 本入）���×���×D���mm

※再生 PPとは、PP（ポリプロピレン）を再利用しエコマークを取得した商品。
　中央部にエコマークの刻印があります。

①レッド ②イエロー ③オレンジ⑤ダークブルー ⑥ライトブルー ⑦ブラック ④グリーン

再生PP骨 ���×���mm（エコマーク付き）

①コンパクト
　ホワイト

②コンパクト
　ブラック再生PP骨

エコマーク入り

PP（ポリプロピレン）を再利用しエコマークを
取得した商品で中央部にエコマークの刻印が
有ります。

再生PP

●チラシ・広告等と一緒に
    A�封筒に入ります。

●手配りするにも最適な
     サイズです。

（カラー骨はエコマークの対応がありません）コンパクトタイプカラー骨コンパクトタイプカラー骨

角�
封筒

（白骨）表・裏　両面フルカラー　オリジナル印刷

オリジナルポリうちわ コンパクトタイプ品番：UTC-001

※繁忙期には多少納品までに時間がかかる場合がございます。
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扇子

仕様
商品名 片面オリジナル　扇子

素材 紙　or　ポリエステル

サイズ � 寸 �� 間
��cm 骨数 �� 本

印刷 オフセット印刷　or　昇華印刷　（扇面）

個装 個別 OP 袋入れ

仕様
商品名 名入れ　扇子

素材 ポリエステル

サイズ � 寸 �� 間
��cm 骨数 �� 本

印刷 インクジェット印刷（印刷範囲 �×��mm）

個装 個別 OP 袋入れ

片面オリジナル　扇子品番：SNS-001

※繁忙期には多少納品までに時間がかかる場合がございます。

名入れ　扇子品番：SNS-002

※繁忙期には多少納品までに時間がかかる場合がございます。

竹のカラーは�タイプ

白竹 すす竹 黒竹

黒竹扇子　七宝　紺 白竹扇子　鮎 すす竹扇子　黒 すす竹扇子　うぐいす

黒竹扇子　紫紺市松 白竹扇子　麻の葉ボカシ 白竹扇子　紺地トンボ すす竹扇子　波

白竹花火扇子 白竹流金扇子
印刷範囲
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仕様
商品名 ペーパーファン　既製型（穴あきタイプ）

材質 両面コートカード ���g/ ㎡

梱包形態 �,��� 本／ケース

印刷 両面オフセット � 色印刷＋OP ニス

ケースサイズ （�,��� 本入）���×���×���mm　約 ��kg

サイズ 柄無し ���×���mm
指穴部分：約 ��φ

※繁忙期には多少納品までに時間がかかる場合がございます。

既製型（穴あきタイプ）

仕様
商品名 紙エコうちわ　既製型

材質 本体：カード紙 ���g/ ㎡／持ち手：カード紙 ���g/ ㎡
※用紙の銘柄は指定できません。

印刷面サイズ H���×W���mm

サイズ H���×W���mm　柄 ��mm

印刷 オフセット印刷

梱包形態 ��� 本／ケース

ケース重量 （��� 本入）約 ��kg

ケースサイズ （��� 本入）H���×W���×D���mm

仕様
商品名 紙エコうちわ　オリジナル

材質 本体：カード紙 ���g/ ㎡／持ち手：カード紙 ���g/ ㎡
※用紙の銘柄は指定できません。

印刷面サイズ 最大 H���×W���mm
最小 H���×W���mm　柄 ��mm

サイズ 最大 H���×W���mm
最小 H���×W���mm　柄 ��mm

印刷 オフセット印刷

梱包形態 ��� 本／ケース

ケース重量 （��� 本入）約 ��kg

ケースサイズ （��� 本入）H���×W���×D���mm

GO！！CHAMPION

柄のカラーは�タイプ

�.レッド �.グリーン �.ブルー �.イエロー �.ホワイト �.ブラック

��mm

��mm

���mm

柄は既製の�色からデザインのアクセントになるよう、お選びください。

穴は選べる�タイプ

※繁忙期には多少納品までに時間がかかる場合がございます。

既製型
※繁忙期には多少納品までに時間がかかる場合がございます。

オリジナル

ペーパーファン（柄無し）紙
う
ち
わ

紙エコうちわ

�種類から選択
穴のタイプは、使用用途によってお選びください。

ミシンタイプ 穴無しタイプ

拡大図

クーポン

穴あきタイプ



除菌ウェットティッシュ（既製品）
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セキ思いやり Wet
除菌タイプ(ブルー)

除菌ウェットティッシュ
フラップ印刷

セキ思いやりCOOL Wet
除菌タイプ

セキ思いやり Wet
除菌タイプ(ピンク)

アルコール配合の除菌タイプです。 
ちょっとしたお出かけ時に持ち運びしやすいサイズ。

メントール配合のひんやりタイプです。
在庫限り！大特価にてご提供中！

セキ思いやりCOOL Wet

廃盤のため廃盤のため

アルコール配合の除菌タイプです。 

200入 200入

メントール配合のひんやりタイプです。
●商品サイズ：約 W145×H65×D12ｍｍ
●入り数：1ケース 200 個入
●紙質 / 枚数：不織布 /10 枚入
●ケースサイズ：約 546×336×147mm
●注文単位：200 個

品番：WT-クール

アルコール配合の除菌タイプです。 

フラップ印刷：最短14営業日出荷納期

別途オリジナル
フラップ印刷OK
フラップ（名入れ

）サイズ

W91×H43mm

既製品：最短翌営業日後出荷納期

●商品サイズ：約 W135×H75×D12ｍｍ
●入り数：1ケース 200 個入
●紙質 / 枚数：不織布 /10 枚入
●ケースサイズ：約 570×360×53ｍｍ
●注文単位：200 個単位

品番：WT-セキピンク

●商品サイズ：約 W135×H75×D12ｍｍ
●入り数：1ケース 200 個入
●紙質 / 枚数：不織布 /10 枚入
●ケースサイズ：約 570×360×53ｍｍ
●注文単位：200 個単位

品番：WT-セキブルー

●商品サイズ：約 W135×H75×D12ｍｍ
●入り数：1ケース 200 個入
●紙質 / 枚数：不織布 /10 枚入
●ケースサイズ：約 570×360×53ｍｍ
　2 カートンベルト掛け出荷

品番：WT-フラップ

オリジナル印刷小ロットにも対応！オリジナル印刷小ロットにも対応！

ウ
ェ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ

既製品：最短翌営業日後出荷納期既製品：最短翌営業日後出荷納期

10枚入



お問い合せは


