カタログガイド

名入

名入は以下の4タイプがございます。
※名入（文字入れ）は文字形状やレイアウトなど、条件により文字サイズを調整させていただく場合があります。

直接印刷
卒業記念品などの数量が多い場合に
向いています。

直接印刷
よく使われる
文字入れ印刷の書体見本

書 体・色 見 本
●書体や文字色は左記サンプル以外にも対応
可能です。また、お客さまからご提供いただい
たデータにも対応可能です。詳しくは担当営
業までお問い合わせください。

みんちょう

明朝体B
ゴシック体

●商品により、印刷可能な場所や範囲が
異なります。このページ下から始まる
サンプル一覧を参考にしてください。

教科書体

よく使われる
文字入れ印刷色

※実際のインク色とは異なる
場合がございます。
金

黒

白

●条件によって貼り付けできない場所などがございます。ご注意ください。

金 属プレート
（24×48mm）

より高級感を演出したい場合にご利
用ください。
地：シルバー/文字：黒色

地：ゴールド/文字：黒色

手書き文字入れについて（販売店で手書きをする場合）

手 書き

クロックの文字入れは、あとあとまで記念に残るという点で、結婚祝、新築祝、開店祝等に、幅広く
利用されています。枠の材質や仕上げの差によって、文字入れがしにくいものがありますので、下
の表をご参照ください。

印刷が困難な場合や、数量が少ない
場合にご利用ください。
手書き文字サンプル

材質・仕上げ

文字入れ材料

文字を消す材料

ご注意

使用塗料の
うすめ液使用

シンナーやベンジ
ンなどの揮発性の
強いものは使用し
ないでください。

プラスチック
（成型色の場合）
金属

＜注意事項＞
●特にプラスチック枠のツヤ消し塗装等の所に書いた文字を消しますと、
ツヤが出てしまう
ことがありますので、
ご注意ください。
●文字入れで書きまちがいをした場合、
すばやく拭き取ることが一番大切です。
●文字入れ材料は他にもありますが、誤った場合消すことが困難ですから、
できるだけ右記
のものをご使用ください。
●アサヒペンは日曜大工用品店、DIY用品店などで販売しています。

磁器

アサヒペンの
金・銀・黒

ガラス
木

消すことは困難、枠を痛めますので石
油等ですばやく拭きとって下さい。

P.39

プログラムカレンダー403SR/4FN403SR19/¥20,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.29

ピュアカレンダーM617SR/4FY617SR23/¥12,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.89

フラットフェイスDN/4KGA06DN19/オープンプライス
名入：20×45mm（白）※パット印刷のみ

P.39

プログラムカレンダー404SR/4FN404SR19/¥25,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.35

フィットウェーブリブ/4FYA07SR03/¥7,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.27

カッコーパンキーR/4MJ221RH06/¥20,000＋税
名入：105×105mm（木地）

P.39

プログラムカレンダー405SR/4FN405SR19/¥15,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.35

フィットウェーブリブ/4FYA07SR06/¥7,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.27

カッコーメイソンR/4MJ234RH06/¥18,000＋税
名入：105×105mm（木地）

P.39

プログラムカレンダー01SR/4FNA01SR19/¥10,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.78

スヌーピーM712A/4KG712MA06/¥4,200＋税
名入：20×45mm（黒）※パット印刷のみ

P.26

カッコーヴァルト/4MJ422SR06/¥50,000＋税
名入：40×70mm（木地）

P.76

トトロM429/4MJ429-M06/¥40,000＋税
名入：70×100mm（黒）

P.19

スモールワールドプラウド/4MN523RH06/¥15,000＋税
名入：20×45mm（グレー）

P.31

ピュアライトM26/4MYA26SR19/オープンプライス
名入：20×55mm（白）

P.26

カッコーチロリアンR/4MJ732RH06/¥25,000＋税
名入：105×105mm（木地）

P.21

スモールワールドリリィ/4MN528RH03/¥10,000＋税
名入：20×60mm（黒）

P.89

デイリーMY34/4MYA34DN19/オープンプライス
名入：15×60mm（白）※パット印刷のみ

P.27

カッコーメルビルR/4MJ775RH06/¥15,000＋税
名入：95×125mm（木地）

P.23

ソフィアーレプリモ/4MN535SR23/¥30,000＋税
名入：20×45mm（茶色）

P.35

フィットウェーブリブA02/8FYA02SR03/¥7,000＋税
名入：20×100mm（黒）

P.76

トトロM837N/4MJ837MN06/¥30,000＋税
名入：70×100mm（黒）

P.15

スモールワールドビスト/4MN537RH04/¥30,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.35

フィットウェーブリブA02/8FYA02SR06/¥7,000＋税
名入：20×100mm（黒）

P.42

ネムリーナM494R/4MN494RH06/¥13,000＋税
名入：15×45mm（黒）

P.19

スモールワールドクラッセ/4MN538RH23/¥15,000＋税
名入：20×45mm（グレー）

P.34

フィットウェーブリブA03/8FYA03SR03/¥8,500＋税
名入：30×65mm（黒）

P.69

ミッキー＆フレンズ M509/4MN509MC03/¥38,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.15

スモールワールドアルディ/4MN545RH23/¥30,000＋税
名入：30×55mm（黒）

P.34

フィットウェーブリブA03/8FYA03SR06/¥8,500＋税
名入：30×65mm（黒）

P.17

スモールワールドノエルM/4MN513RH23/¥20,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.16

スモールワールドノエルS/4MN551RH03/¥20,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.29

フィットウェーブリブA04/8FYA04SR06/¥10,000＋税
名入：30×65mm（黒）

P.20

スモールワールドハイム/4MN520RH23/¥12,000＋税
名入：20×45mm（濃茶）

P.24

ビュレッタ/4MX405SR03/¥12,000＋税
名入：※手書きのみ対応

P.71

掛時計804/シンデレラ/8MG804MC04/オープンプライス
名入：15×45mm（白）※パット印刷のみ

P.69

くまのプーさん M523/4MN523MC03/¥20,000＋税
名入：20×45mm（ベージュ）

P.28

スリーウェイブM846/4MY846SR05/¥30,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.71

掛時計804/ふしぎの国のアリス/8MG804MC05/オープンプライス
名入：15×45mm（白）※パット印刷のみ

P.19

スモールワールドプラウド/4MN523RH05/¥15,000＋税
名入：20×45mm（ダークグレー）

P.31

ピュアライトM25/4MYA25SR06/¥7,000＋税
名入：20×55mm（茶色）

P.78

スヌーピーM40/8MGA40-M06/オープンプライス
名入：15×60mm（グレー）※パット印刷のみ
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名入

P.78

スヌーピーM40/8MGA40-M19/オープンプライス
名入：15×60mm（白）※パット印刷のみ

P.30

リバライト532/8MY532SR06/¥15,000＋税
名入：20×50mm（黒）

P.77

トトロR752N/4RM752MN06/¥8,000＋税
名入：40×90mm（裏面 グレー）

P.16

スモールワールドノエルNS/8MN407RH03/¥25,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.30

リバライト533/8MY533SR03/¥20,000＋税
名入：20×50mm（黒）

P.79

スヌーピーR506/4SE506MJ09/¥3,500＋税
名入：50×7mm（裏面 電池蓋 黒）※パット印刷のみ

P.43

日本野鳥の会 四季の野鳥 報時掛時計408/8MN408SR06/
¥20,000＋税 名入：20×55mm（茶色）

P.33

アラカルト538/8MY538SR13/¥10,000＋税
名入：20×50mm（黒）

P.91

デイリーR550/4SE550DN04/オープンプライス
名入：7×50mm（裏面 電池蓋 グレー）※パット印刷のみ

P.43

日本野鳥の会 四季の野鳥 報時掛時計409/8MN409SR06/
¥15,000＋税 名入：20×55mm（アイボリー）

P.33

アラカルト539/8MY539SR04/¥10,000＋税
名入：20×50mm（黒）

P.91

デイリーR550/4SE550DN12/オープンプライス
名入：7×50mm（裏面 電池蓋 青）※パット印刷のみ

P.24

トライメテオ/8MX402SR03/¥12,000＋税
名入：10×50mm（掛穴下 ムーブ上部 黒）※パット印刷のみ

P.31

ピュアライトマーロン/8MYA23SR04/¥10,000＋税
名入：20×55mm（白）

P.45

エピソル556/4SE556SR03/¥3,000＋税
名入：20×55mm（裏面 緑透明色）※パット印刷のみ

P.24

トライメテオDX/8MX403SR23/¥15,000＋税
名入：10×50mm（掛穴下 ムーブ上部 黒）※パット印刷のみ

P.31

ピュアライトマーロン/8MYA23SR13/¥10,000＋税
名入：20×55mm（白）

P.49

ジャプレフルール/8RA644SR04/¥5,000＋税
名入：50×20mm（電池蓋 梨地 白）

P.24

ソフレールS/8MX408SR03/¥10,000＋税
名入：10×50mm（掛穴下 ムーブ上部 黒）※パット印刷のみ

P.77

トトロR455N/4RA455MN06/¥8,500＋税
名入：10×30mm（裏面 梨地 曲面 緑）/35×10mm（裏面 梨地 曲面 緑）

P.49

ジャプレフルール/8RA644SR13/¥5,000＋税
名入：50×20mm（電池蓋 梨地 白）

P.37

フィットウェーブプリミエ/8MY494SR19/¥6,000＋税
名入：20×45mm（グレー）※パット印刷のみ

P.49

タフバトラーラウド/4RA480SR03/¥3,500＋税
名入：15×43mm（電池蓋 白）

P.52

フェイス645/8RA645SR01/¥3,000＋税
名入：50×20mm（裏面 電池蓋 赤メタリック）

P.36

ライブリーアリス/8MY501SR07/¥7,000＋税
名入：20×50mm（ベージュ）※パット印刷のみ

P.50

ジャプレクラフト/4RA481SR03/¥4,000＋税
名入：50×20mm（電池蓋 梨地 白）

P.52

フェイス645/8RA645SR19/¥3,000＋税
名入：50×20mm（裏面 電池蓋 シルバー）

P.34

ライブリーナチュレ/8MY506SR23/¥8,000＋税
名入：15×50mm（グレー）※パット印刷のみ

P.51

ジャプレSR859/4RA859SR01/¥3,500＋税
名入：50×20mm（電池蓋 梨地 赤）

P.50

コールマンB06/8RAA06SR63/¥4,300＋税
名入：10×25mm（裏面 黒）

P.66

アクアプルーフ/8RDA72SR03/オープンプライス
名入：10×25mm（裏面 白）

P.91

デイリーRA21DN/8REA21DN13/オープンプライス
名入：7×40mm（裏面上部 ピンク）

P.65

フィットウェーブスマート/8RZ166SR02/オープンプライス
名入：25×45mm（裏面 電池蓋 黒）

P.59

アクアプルーフ ミュージック/8RDA73RH03/¥10,000＋税
名入：25×110mm（裏面 電池蓋 白）

P.91

デイリーRA21DN/8REA21DN19/オープンプライス
名入：7×40mm（裏面上部 シルバー）

P.65

フィットウェーブスマート/8RZ166SR03/オープンプライス
名入：25×45mm（裏面 電池蓋 ライトグレー）

P.53

ピュアライトR658/8RE658SR03/オープンプライス
名入：35×15mm（裏面左 白）

P.51

アリアカンタービレN/8RM400SR03/¥3,500＋税
名入：25×50mm（裏面 電池蓋 白）

P.63

フィットウェーブアビスコ/8RZ167SR38/¥3,500＋税
名入：20×60mm（裏面 電池蓋 グレー）

P.52

リフレR665/8RE665SR04/¥3,000＋税
名入：50×7mm（裏面 電池蓋 白）※パット印刷のみ

P.51

アリアカンタービレN/8RM400SR05/¥3,500＋税
名入：25×50mm（裏面 電池蓋 白）

P.65

フィットウェーブD168/8RZ168SR08/オープンプライス
名入：10×70mm（前面下）※パット印刷のみ/25×50mm（裏面 電池蓋 グレー）

P.52

リフレR665/8RE665SR13/¥3,000＋税
名入：50×7mm（裏面 電池蓋 白）※パット印刷のみ

P.93

ジャストウェーブR095DN/8RZ095DN03/オープンプライス
名入：10×60mm（前面）/15×50mm（裏面 電池蓋 グレー）

P.61

フィットウェーブD172/8RZ172SR07/¥5,000＋税
名入：10×70mm（前面下）※パット印刷のみ/25×50mm（裏面 電池蓋 グレー）

P.48

ルークR666/8RE666SR19/¥3,500＋税
名入：25×50mm（裏面 電池蓋 グレー）

P.93

ジャストウェーブR107DN/8RZ107DN19/オープンプライス
名入：20×35mm（カバー グレー）/12×45mm（裏面 電池蓋 グレー）

P.55

Iroria（イロリア）/8RZ173SR02/¥8,500＋税
名入：25×40mm（裏面 黒）

P.48

ピュアルックR669/8RE669SR12/¥3,500＋税
名入：25×50mm（裏面 電池蓋 紫）

P.79

スヌーピーR126/8RZ126RH03/オープンプライス
名入：20×55mm（電池蓋 白）

P.55

Iroria（イロリア）/8RZ173SR03/¥8,500＋税
名入：25×40mm（裏面 白）

P.48

ピュアルックR669/8RE669SR18/¥3,500＋税
名入：25×50mm（裏面 電池蓋 ベージュ）

P.72

アラームデジタル/くまのプーさん/8RZ133MC08/オープンプライス
名入：15×70mm（電池蓋 曲面 グレー）※パット印刷のみ

P.62

フィットウェーブD174/8RZ174SR07/¥4,000＋税
名入：20×60mm（裏面 電池蓋 白）

P.73

めざましとけいR671/ハローキティ/8RE671MB13/オープンプライス
名入：7×50mm（電池蓋 ピンク）※パット印刷のみ

P.65

フィットウェーブD165/8RZ165SR06/¥3,000＋税
名入：8×70mm（前面）※パット印刷のみ/20×50mm（裏面 電池蓋 シルバー）

P.58

フィットバトラージューク/8RZ177SR02/オープンプライス
名入：9×85mm（裏面 電池蓋 黒）

P.72

めざましとけいR671/くまのプーさん/8RE671MC33/オープンプライス
名入：7×50mm（電池蓋 黄色）※パット印刷のみ

P.65

フィットウェーブD165/8RZ165SR07/¥3,000＋税
名入：8×70mm（前面）※パット印刷のみ/20×50mm（裏面 電池蓋 シルバー）

P.58

フィットバトラージューク/8RZ177SR03/オープンプライス
名入：9×85mm（裏面 電池蓋 グレー）
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名入

P.60

フィットウェーブカレンダーD178/8RZ178SR23/¥12,000＋税
名入：25×100mm（裏面 グレー）

P.62

フィットウェーブD203/8RZ203SR03/¥4,000＋税
名入：10×130mm（前面下 白）/20×45mm（裏面 電池蓋 白）

P.54

Iroria G（イロリア ジー）/8RZ184SR02/¥20,000＋税
名入：15×110mm（前面右下）/20×45mm（裏面 黒）

P.61

フィットウェーブD204/8RZ204SR03/¥5,000＋税
名入：15×75mm（裏面 グレー）/23×50mm（電池蓋 グレー）

P.79

スヌーピーR187/8RZ187-M03/オープンプライス
名入：20×60mm（裏面 電池蓋 白）

P.60

フィットウェーブカレンダーD205/8RZ205SR03/¥10,000＋税
名入：25×100mm（裏面 グレー）

P.67

フィットウェーブD191/8RZ191SR03/オープンプライス
名入：30×50mm（裏面 電池蓋 ライトグレー）

P.64

フィットウェーブD207/8RZ207SR02/¥3,000＋税
名入：7×70mm（前面下部 黒）※パット印刷のみ/25×50mm（裏面 電池蓋 グレー）

P.58

フィットウェーブバトル100/8RZ192SR03/オープンプライス
名入：10×100mm（電池蓋 グレー）

P.64

フィットウェーブD207/8RZ207SR03/¥3,000＋税
名入：7×70mm（前面下部 白）※パット印刷のみ/25×50mm（裏面 電池蓋 グレー）

P.64

フィットウェーブD193/8RZ193SR03/¥3,000＋税
名入：7×70mm（前面）※パット印刷のみ/15×70mm（裏面 電池蓋 グレー）※パット印刷のみ

P.63

フィットウェーブソーラーD215/8RZ215SR19/¥3,000＋税
名入：12×40mm（前面）/20×55mm（裏面 電池蓋 黒）

P.55

Iroria M（イロリア エム）/8RZ196SR02/¥6,000＋税
名入：4×90mm（前面）/12×45mm（裏面 黒）

P.55

Iroria M（イロリア エム）/8RZ196SR03/¥6,000＋税
名入：4×90mm（前面）/12×45mm（裏面 白）

P.56

Iroria A（イロリア エー）/8RZ197SR02/¥15,000＋税
名入：28×140mm（裏面 黒）

P.64

フィットウェーブヴィスタ/8RZ201SR03/オープンプライス
名入：10×90mm（前面下部）/20×45mm（裏面 電池蓋 白）
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名入

名入は以下の4タイプがございます。
※名入（文字入れ）は文字形状やレイアウトなど、条件により文字サイズを調整させていただく場合があります。

直接印刷
卒業記念品などの数量が多い場合に
向いています。

直接印刷
よく使われる
文字入れ印刷の書体見本

書 体・色 見 本
●書体や文字色は左記サンプル以外にも対応
可能です。また、お客さまからご提供いただい
たデータにも対応可能です。詳しくは担当営
業までお問い合わせください。
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明朝体B
ゴシック体

●商品により、印刷可能な場所や範囲が
異なります。このページ下から始まる
サンプル一覧を参考にしてください。

教科書体

よく使われる
文字入れ印刷色

※実際のインク色とは異なる
場合がございます。
金

黒

白

●条件によって貼り付けできない場所などがございます。ご注意ください。

金 属プレート
（24×48mm）

より高級感を演出したい場合にご利
用ください。
地：シルバー/文字：黒色

地：ゴールド/文字：黒色

手書き文字入れについて（販売店で手書きをする場合）

手 書き

クロックの文字入れは、あとあとまで記念に残るという点で、結婚祝、新築祝、開店祝等に、幅広く
利用されています。枠の材質や仕上げの差によって、文字入れがしにくいものがありますので、下
の表をご参照ください。

印刷が困難な場合や、数量が少ない
場合にご利用ください。
手書き文字サンプル

材質・仕上げ

文字入れ材料

文字を消す材料

ご注意

使用塗料の
うすめ液使用

シンナーやベンジ
ンなどの揮発性の
強いものは使用し
ないでください。

プラスチック
（成型色の場合）
金属

＜注意事項＞
●特にプラスチック枠のツヤ消し塗装等の所に書いた文字を消しますと、
ツヤが出てしまう
ことがありますので、
ご注意ください。
●文字入れで書きまちがいをした場合、
すばやく拭き取ることが一番大切です。
●文字入れ材料は他にもありますが、誤った場合消すことが困難ですから、
できるだけ右記
のものをご使用ください。
●アサヒペンは日曜大工用品店、DIY用品店などで販売しています。

磁器

アサヒペンの
金・銀・黒

ガラス
木

消すことは困難、枠を痛めますので石
油等ですばやく拭きとって下さい。

P.101

4FY618-019/¥8,500＋税
名入：15×45mm（黒）

P.107

4FYA01-019/¥7,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.101

4FY620-006/¥20,000＋税
名入：15×45mm（黒）

P.111

4MG522-050/¥10,000＋税
名入：15×75mm（白）※パット印刷のみ

P.97・111

4MY815-019/¥12,000＋税
名入：20×45mm（グレー）

P.101

4FY621-019/¥7,000＋税
名入：15×45mm（黒）

P.107

4MY642-019/¥6,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.98・109

4MY821-019/¥55,000＋税
名入：50×90mm（電池蓋 黒）

P.107

4FYA01-006/¥7,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.105

4MY645-006/¥10,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.96

P.106

4MY803-006/¥7,000＋税
名入：20×45mm（黒）

4MY851-005/¥15,000＋税
名入：20×43mm（黒）

P.99・109

4MY853-019/¥10,000＋税
名入：20×45mm（グレー）

P.110

8MY465-019/¥30,000＋税
名入：50×80mm（電池蓋 黒）

P.103

8MY528-004/¥8,500＋税
名入：20×60mm（白）

P.98・109

4MY855-019/¥15,000＋税
名入：30×75mm（黒）

P.106

8MY472-006/¥8,500＋税
名入：20×45mm（黒）

P.103

8MY528-013/¥8,500＋税
名入：20×60mm（白）

P.108

4MYA24-019/¥5,000＋税
名入：15×45mm（白）※パット印刷のみ

P.111

8MY475-019/¥6,000＋税
名入：20×40mm（白）※パット印刷のみ

P.102

8MY529-006/¥12,000＋税
名入：20×45mm（白）

P.100

4MYA35-006/¥10,000＋税
名入：20×55mm（白）

P.110

8MY484-019/¥20,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.102

8MY531-006/¥10,000＋税
名入：20×60mm（白）

P.100

4MYA35-007/¥10,000＋税
名入：20×55mm（白）

P.111

8MY493-019/¥10,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.102

8MY535-006/¥10,000＋税
名入：20×45mm（白）

P.100

4MYA36-006/¥7,000＋税
名入：20×55mm（白）

P.108

8MY509-006/¥5,000＋税
名入：裏面のみ対応 ※プレートのみ可（白）

P.104

8MY537-012/¥10,000＋税
名入：20×50mm（黒）

P.100

4MYA37-003/¥8,500＋税
名入：20×55mm（白）

P.106

8MY514-006/¥7,000＋税
名入：20×45mm（茶色）

P.104

8MY537-018/¥10,000＋税
名入：20×50mm（黒）

P.105

8MY455-006/¥10,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.106

8MY516-018/¥7,000＋税
名入：17×50mm（グレー）※パット印刷のみ

P.102

8MY540-006/¥10,000＋税
名入：20×60mm（白）

P.110

8MY462-019/¥12,000＋税
名入：20×45mm（黒）

P.107

8MY517-006/¥5,700＋税
名入：20×50mm（白）※パット印刷のみ

P.111

8MYA39-019/¥7,000＋税
名入：25×50mm（グレー）

P.110

8MY463-019/¥25,000＋税
名入：50×80mm（電池蓋 黒）/40×130mm（電池蓋下部 黒）

P.105

8MY518-003/¥10,000＋税
名入：20×55mm（黒）

P.103

8MYA42-003/¥5,700＋税
名入：15×60mm（白）※パット印刷のみ

カタログガイド

名入

P.108

8MYA43-003/¥5,000＋税
名入：20×50mm（グレー）

P.115

4RY658-N23/¥15,000＋税
名入：55×55mm（裏面 半透明）

P.119

8RE644-019/¥3,000＋税
名入：50×20mm（電池蓋 梨地 グレー）

P.118

4RK411-019/¥7,000＋税
名入：60×20mm（電池蓋 グレー）

P.116

4RY659-018/¥8,000＋税
名入：25×50mm（電池蓋 黒）

P.119

8RE644-023/¥3,000＋税
名入：50×20mm（電池蓋 梨地 濃茶）

P.120

4RL431-N04/¥3,500＋税
名入：25×50mm（裏面 電池蓋 グレー）

P.117

4RY694-019/¥6,000＋税
名入：20×45mm（裏面 黒）

P.121

8REA18-019/¥3,000＋税
名入：15×50mm（電池蓋 白）

P.118

4RL432-019/¥5,000＋税
名入：30×50mm（電池蓋 曲面 グレー）

P.115

4RY706-003/¥20,000＋税
名入：19×50mm（裏面 白）

P.116

8RG625-003/¥7,000＋税
名入：20×40mm（裏面 白）/10×50mm（裏面 電池蓋 白）※パット印刷のみ

P.120

4RL434-008/¥5,000＋税
名入：7×50mm（電池蓋 グレー）

P.116

4RY707-003/¥10,000＋税
名入：20×50mm（裏面 白）/10×50mm（電池蓋 白）

P.114

8RY413-006/¥30,000＋税
名入：150×130mm（裏面 木地）

P.118

4RL435-006/¥6,000＋税
名入：20×45mm（電池蓋 底面 濃茶）

P.115

4RY712-003/¥15,000＋税
名入：20×50mm（裏面 白）

P.125

8RZ096-023/¥6,000＋税
名入：10×100mm（前面）/14×100mm（電池蓋 グレー）

P.115

4RN414-023/¥15,000＋税
名入：50×50mm（裏面 茶色半透明）

P.117

4SG724-018/¥5,000＋税
名入：50×50mm（電池蓋 アイボリー）

P.132

8RZ102-019/¥6,000＋税
名入：8×80mm（前面）/20×70mm（裏面 電池蓋 曲面 グレー）

P.116

4RN427-005/¥12,000＋税
名入：25×50mm（裏面 黒）/50×55mm（電池蓋 黒 簡易シルク）

P.120

8RA633-N19/¥3,500＋税
名入：25×50mm（電池蓋 グレー）

P.128

8RZ121-002/¥6,000＋税
名入：7×70mm（前面）

P.122

4RQA04-003/¥8,500＋税
名入：35×70mm（電池蓋 白）

P.119

8RA636-002/¥3,000＋税
名入：10×50mm（電池蓋 黒）

P.127

8RZ125-019/¥3,000＋税
名入：6×75mm（前面）/13×50mm（裏面 黒）

P.116

4RY656-023/¥10,000＋税
名入：25×50mm（裏面 黒）/50×55mm（電池蓋 黒 簡易シルク）

P.134

8RD200-A03/¥3,000＋税
名入：10×100mm（前面）/14×80mm（裏面 電池蓋 黒）

P.127

8RZ128-019/¥5,000＋税
名入：12×120mm（前面）/12×100mm（裏面 ライトグレー）

P.131

8RZ134-019/¥3,000＋税
名入：7×70mm（前面）/20×50mm（裏面 電池蓋 曲面 黒）

P.123

8RZ198-003/¥10,000＋税
名入：12×210mm（前面下部）/20×120mm（裏面 白）

P.131

8RZ139-003/¥3,000＋税
名入：19×45mm（電池蓋 白）

P.123

8RZ199-019/¥18,000＋税
名入：15×20mm（前面下部左側）/35×80mm（裏面 グレー）

P.124

8RZ140-019/¥7,000＋税
名入：12×100mm（前面）/12×100mm（裏面 梨地 グレー）

P.123

8RZ200-003/¥15,000＋税
名入：30×120mm（電池蓋下 グレー）

P.130

8RZ150-002/¥3,500＋税
名入：10×65mm（前面）/11×80mm（裏面 黒）

P.129

8RZ202-003/¥5,000＋税
名入：23×100mm（裏面 電池蓋 グレー）

P.130

8RZ151-003/¥4,500＋税
名入：10×60mm（裏面 台垂直部 ライトグレー）

P.136

8RDA69-008/¥7,000＋税
名入：15×40mm（曲面 黒）

P.131

8RZ161-006/¥3,000＋税
名入：6×60mm（前面）/20×50mm（裏面 電池蓋 グレー）

P.131

8RZ161-007/¥3,000＋税
名入：6×60mm（前面）/20×50mm（裏面 電池蓋 白）

P.125・126

8RZ182-019/¥7,000＋税
名入：11×130mm（前面）/15×120mm（裏面 黒）

P.125

8RZ188-006/¥5,000＋税
名入：15×90mm（前面 ※センター合わせ）/25×50mm（電池蓋 グレー）

P.124・126

8RZ189-003/¥10,000＋税
名入：9×150mm（前面下）/25×150mm（裏面 白）

