


この冊子のご利用にあたって

【記号の説明】

弊社オリジナル製品です。

国内自社工場である八尾工場で生産しています。

ＱＲコードを携帯電話やスマートフォンなどで読み取り、
弊社ＵＲＬにて詳細をご覧いただけます。

平素は格別のご愛顧を賜り、誠に有難うございます。
　弊社は1947年の創業以来、ほぼ全ての合成樹脂素材（フィルム・シート等）の販売を手掛け、その後それら
素材の加工による製品製造にも力を入れてきました。合成樹脂は、加工しやすい・軽量・可視性が高い・腐食
しにくい、といった特性を有しており、我々の生活のあらゆる場面で活躍しています。
その用途は、文房具・日用品雑貨から産業資材、建築資材など、多岐にわたっています。
　弊社は長年にわたる事業経験から、素材の持つ特性とその加工方法について「こだわり」を持ち続けています。
そのこだわりが、お客様に喜ばれる数々の製品に活かされています。自社工場で生産する場合や国内外の
委託工場で生産する場合でも、品質には責任を持って対応いたします。
　本冊子は、弊社が過去にご提供した数々の製品（お客様から製造依頼された「OEM・ODM生産品」と「三洋
オリジナル品」）の一部を「アーカイブス」として掲載し、お客様が弊社と一緒に製品を検討する一助となる
ことを目的に作成いたしました。お手元に置いて頂き、お客様が必要なときに役立てていただけることを
心より祈念しております。
　尚、掲載にあたっては、製品の本質を失わない程度に修正させていただいているものがございます。
お見苦しい点も多々あるかとは存じますが、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

2023年2月

「素材へのこだわり」はこちらをご覧ください⇒

「加工へのこだわり」はこちらをご覧ください⇒
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事務用品・文具

生活雑貨・袋物・バッグ

レジャー・スポーツ用品

キャラクター製品

セキュリティ安全用品

包装・パッケージ

空気入りビニール製品

セールスプロモーション用品（サイン・POP等）

防災用品等

工場資材等

物流資材等

養生資材等

建築資材等

対ウイルス商品

医療・介護・衛生用品等

皮革製品
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項目をクリックで
該当ページにジャンプします

https://www.sanyo-ltd.com/reason/sozai.html
https://www.sanyo-ltd.com/reason/process.html


貴社の欲しい商品ができるまで

３．設計

２. 素材の選定

お客様のご希望をもとに
最適な形を考えます。

電話、ホームページでお気軽にご相談ください。
弊社で企画書を作成します。

豊富な種類の中からお客様のご要望
に応じた素材をプロの目と経験で
選定します｡また､素材にあった加工､
印刷方法をご提案させていただき
ます。

合成樹脂等の加工から製品化まで

合成樹脂等の加工から製品化まで一貫して取り扱っ
ております。
ポリ塩化ビニール・ポリプロピレンをはじめとする
汎用樹脂の加工は素材のスペシャリスト集団である
三洋の柱であり、70年の歴史で蓄積されたノウハウ
をフルに発揮いたします。

�. お問い合わせ・ヒアリング

https://www.sanyo-ltd.com/contact.html
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８. 納品

６.加工

７．検品

５. ご注文確定

必要に応じて社内試作・工場試作
を使い分けます。

弊社に於いて、生地・部材・加工等の手配先・
スペック・数量・加工方法等を「加工計算書」
に記載、チェックしたうえで手配いたします。

弊社の「社内基準書」により、
責任をもって管理いたします。

ご指定の梱包方法で納入いたします。
素材を加工した半製品の販売も行って
います。三洋の得意技術を、必要な
分野でご活用いただけます。

４. 試作
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https://www.sanyo-ltd.com/contact.html


主な設備

高周波ウェルダー機
高周波誘電加熱によって
溶着する機械です。

ボール盤
穴をあける機械です。

業務用ミシン
縫製品などの試作に使います。

ヒートシール
熱で溶着する機械です。
ファイルの底面などに使います。

ミニ超音波溶着機
振動で超音波を発生させて溶着
する機械です。丈夫に付けるこ
とができます。

ベンダー
アルミの棒などをきれいに
曲げるときに使用します。
高周波ウェルダー機の金型
なども作ることができます。

プロッター機
AIやCADデータで紙､ビニール
等をカッティングする機械
です｡素早く正確に切ること
ができます。

試作室

お客様の試作ニーズにお応えするため、
東京メインオフィス内に試作室があり、
年に何百件という数の試作品を製作して
います。
お客様のアイデアを実際に形にする、その形
をさらにより良いものにする。場合によって
は、2度、3度と作ることもあります。私たち
はより良いものを作るために努力を惜しみ
ません。
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八尾工場は､箔押し以外の印刷を除く一貫生産の
自社工場です｡最新鋭の各種機械設備を導入し､
製品製造の要として国内外の協力工場とともに
各種製品加工をしています。大手文具メーカー様
をはじめとする「OEM・ODM製品」と自社ブランド
による「オリジナル製品」の製造を行っています。
新素材を発見したら、試作室・八尾工場を駆使して
「加工技術」を確立し、協力工場への加工指導も
実施しています。

クリアファイル熱溶着自動機 超音波溶着機

プロッター機

自動ハーフカット抜き機

前後スライド式高周波加工機
自動で何枚も連続して生地を
抜くことのできる機械です。

抜きが終わった PPシートをセットすると､
自動で折り曲げ･溶着をしてクリアファイル
を作ることができます。

剥離紙を切らずにシールを切ることが
できる機械です。

金属を振動させて超音波で溶着します。
大型クリアブックなどの大型製品も
溶着することができます。

高周波ウェルダー機と機能は同じですが、
台が動き、溶着も自動なのでより早く作業が
できます。

CADデータでビニール等を
カッティングする機械です。
端を斜めに切ることもできます。

スライド式NC高速抜き機

八尾工場
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https://www.sanyo-ltd.com/company_info/office/copy_yao.html
https://www.sanyo-ltd.com/company_info/office/trial.html


主な素材

PP

PVC

PPうちわクリアブック

オーロラポーチ

ポリプロピレン。折り曲げに強く、薄くても丈夫な素材です。軽くて汚れが付きづらいです。

ポリ塩化ビニール。幅広く身近なものに使われており、半分が塩で構成されているので環境に優しい素材
です。様々な硬さ、厚みに対応することができ、印刷加工、エンボス加工等加工しやすいのも特徴です。

ウォールポケット

クッション

PU( ポリウレタン）・PS（ポリスチレン）・PET・EVA・ABS・紙・繊維等
取り扱っております。

他にも…

ネームカードホルダー

まな板ブルーボード

車検証ケース
反射材グッズ
エアー商品
カードケース
ドアストッパー
保冷材のカバー
テーブルクロス
　　　　　　等

クリアファイル
バインダー
養生材
マウスパッド
フォトアルバム
テンプレート
まな板
　　　　　　等

PE

レジャーシート

ポリエチレン。耐候性が高く、水をはじく素材です。

レインコート

PEチャック袋
OPP袋
巾着袋
風船
ポンチョ
発泡PE（整理シート）
　　　　　　　  等

当社HPではより詳しく素材の基礎知識を
掲載しております。

https://www.sanyo-ltd.com/media/2017/10/13/7

詳しくはコチラ

▶▶▶

8

事務用品・文具
開閉式ロングホルダー

素材：PP 、マジックテープ
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し
サイズ：A4サイズ　W220mm×H310mm　（折り畳みW220mm×H620mm）

A4 サイズを縦長に 2 枚重ね、マジックテープで開閉可能とした長いクリアファイルです。
通常のクリアファイルに比べ印刷面が多く取れるため、人物や風景等詳細に表現できる他、
インパクトのある販売促進にもご活用いただけます。

大型クリアブック

素材：PP
印刷：シルクスクリーン・箔押し
サイズ：A1サイズ W640mm×H945mm(10ポケット)
　　　　B2サイズ W540mm×H760mm(10ポケット)
中袋：IPP透明

A1 サイズや B2 サイズの大型のクリアブックです。
折り曲げができない大切な重要書類等を、丸めずにシワや汚れが付くことなく
保管・閲覧することができます。

～こんな用途で使用されています～
・アイドル、キャラクター製品
・鉄道記念品　・タワー記念品

実用新案登録済

～こんな用途で使用されています～
・ポスター　・設計図

©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

事
務
用
品
・
文
具
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&name=%E9%96%8B%E9%96%89%E5%BC%8F%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&id=1
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&name=%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF&id=2
https://www.sanyo-ltd.com/media/2017/10/13/7


素材：PP
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し
サイズ：A3・B3・A4・B4等
中袋：IPP透明

透明ポケットの上部やサイドから書類を挿入し、保管・閲覧する
冊子です。

素材：PVC・PP(静電防止、耐コピー等)
印刷：シルクスクリーン・オフセット
中袋：両面・片面ポケット、表面エンボス、収納2段・3段

写真・カード・書類・説明書・カタログ等を収納、保護、閲覧
する時に使用します。

素材：PP
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し
サイズ：W213mm×H310mm

中の書類に折りスジをつけずに二つ折りして小さなバッグ等に
収納することが可能です。　　　　　　　　　　　　　　

素材：PP・PET
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し
サイズ：オリジナル形状が可能
綴じ具：金属・成型品

病院で患者さんの情報を保護・管理するために活用するホルダー
です。病院ごとに要求される仕様に対応した、オリジナル形状を
お作りいたします。見出し、フネ、ポケット等オプションの追加
が可能です。

PP封筒・PPバッグクリアファイル

フォトアルバム・カードケースクリアブック各種

カルテホルダー折り曲げクリアファイル FOLD A� 

素材：PP
印刷：オフセット等

封筒として郵送後、破線部を切り取るとクリアファイルとして
再度使用が可能です。

素材：PP・再生PP・PET・和紙等
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し
サイズ：A4・B4・A5・B5等

薄い樹脂を２枚重ね、書類を挟めるようにしたものです。
企業や商材の知名度を上げるための販売促進品としても皆様に
ご活用いただいております。
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事
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素材：PP等
印刷：シルクスクリーン・箔押し・オフセット
サイズ：A4・B5・伝票サイズ・オリジナル形状が可能

端にクリップを備えた硬い板状の文房具です。紙に筆記するため
の下敷きとして使用されます。

素材：紙
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し
サイズ：A4用（タテ・ヨコ）・B5用（タテ）
綴じ具 ：成型品

書類整理の定番アイテムです。

素材：PP・PET
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し
サイズ：A4・B4・A5・B5等
綴じ具：成型品

回転式とじ具を採用することで、書類の抜き差しが容易にでき
ます。収容枚数はコピー用紙約20枚です。

素材：PP・PET
サイズ：A4・B4・A5・B5等
綴じ具：押出成型スライドクリップ

スライドクリップを採用し、書類の抜き差しが容易にできます。
また側面に印刷が可能です。収容枚数はコピー用紙約20枚です。

レバーファイル（Z式ファイル）紙製バインダー

フラットファイルクリップボード　用箋挟　

レールホルダーイージークリップホルダー

素材：PP
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し
サイズ：A4・B4等
綴じ具：レバー金具

綴じるときはレバーを押し、開く時もレバーを押すだけの簡便
な操作のファイルです。

素材：紙
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し
サイズ：A4・B4・A5・B5等
綴じ具：金具

書類・説明書・カタログ等を収納、保護、閲覧する時に使用する
定番商品です。

事
務
用
品
・
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具
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&name=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB&id=3
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&name=%E6%8A%98%E3%82%8A%E6%9B%B2%E3%81%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB+FOLD+A4&id=5
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&name=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E5%90%84%E7%A8%AE&id=9
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&name=PP%E5%B0%81%E7%AD%92%E3%80%80PP%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&id=4
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&name=%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&id=6
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&name=%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%A0%E3%80%80%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&id=13
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&name=%E7%B4%99%E8%A3%BD%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC&id=7
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=2&name=%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&id=10
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&name=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89++%E7%94%A8%E7%AE%8B%E6%8C%9F&id=12
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&name=%E3%83%AC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%EF%BC%88Z%E5%BC%8F%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%EF%BC%89&id=8
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=2&name=%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&id=11
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&name=%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB&id=14


素材：PVC、紙、針金(リング)
　

厚さ1mmを超える高級感のある透明生地を表面に使用した手帳
です。
彫刻加工ができ、周囲は面取り加工(斜めカット)が可能です。

素材：PVC
サイズ：W315mm×H171mm(展開時)

ペン差しをセンターに配すことでカバーとペンの一体感を高めた
メモカバーです。ペンの引っ掛かりやインク汚れを防ぐ使い勝手
の良いアイディア商品です。

素材：繊維・PVC・PO・PE等
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し
サイズ：オリジナル形状が可能

大切な本を保護するブックカバーです。
箔押し印刷などを施して高級感のある仕様も可能です。　　　
　　　　　　　　　　　

素材：PVC
印刷：シルクスクリーン・箔押し

持ち歩いたり預けたりすることが多い大切なご朱印帳を、汚れや
傷から守るカバーです。

車検証カバーメニューカバー

POCKET MEMO "センター IN "厚物PVC手帳

御朱印帳カバーブックカバー

素材：繊維・PVC・PO・PE等
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し
サイズ：オリジナル形状が可能　　

中に車検証などの重要書類を入れて使用するカバーです。
天チャックを付ける等ご要望に合わせた仕様で承ります。

素材：繊維・PVC・PO・PE等
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し
サイズ：オリジナル形状が可能

中に印刷物を入れて使用するメニューカバーです。
ホテルや飲食店等でご利用いただいています。
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素材：PVC・PP・PET
印刷：シルクスクリーン
サイズ：オリジナル形状が可能

一般的な抜き加工の景品タイプから、NCカットによる本格的な
タイプまで対応いたします。最近は地域の名所をテンプレート
にした製品も取り扱っております。

素材：PP、紙、磁石、水性マーカー等

マグネット仕様のホワイトボードです。意匠に合わせた形状で
ペンとセットのパッケージが可能です。

素材：PVC
※オーダーサイズ承ります。

事務机、作業台、テーブル等の表面をキズ・汚れから守ります。
素材は通常品、再生品、非フタル酸配合品、片面非転写品、
両面非転写品等が選択可能です。
また周囲は面取り加工が可能です。　

素材：PVC・PE・PP・PET
印刷：オフセット･グラビア(印刷合成紙ラミネート加工･ダイレクト印刷）
サイズ：オリジナル形状が可能

本来は筆記をする紙等の下に敷くものですが、最近はキャラクター
を印刷し､閲覧するためのメディアとして活用されることが多い
です。

スケッチブック スクラップブック学童ペンケース

ホワイトボードPP定規セット　テンプレート

下敷き透明ビニールマット

素材：スケッチブック　
　　　 B4：(表紙)ボール紙、(中紙)画用紙、(リング)針金
　　　 B5：(表紙)コートボール、(中紙) 画用紙、(台紙)ボール紙、(リング)針金
　　　スクラップブック
　　　 B4：(表紙)クラフトボール、(中紙)両更クラフト紙、(リング)針金 
　　

画用紙を本の形に綴じ、屋外等でスケッチをする際に使用します。
ミニサイズにすれば、メモ帳にもなります。

素材：PVC、ABS、金属、磁石等

画像は両面に収納ポケットがついたペンケースです。
オリジナルで色々な収納・機能を付与することが可能です。
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=2&name=%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC&id=23
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=2&name=%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC&id=25
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=3&name=%E5%8E%9A%E7%89%A9PVC%E6%89%8B%E5%B8%B3&id=18
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=2&name=%E8%BB%8A%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC&id=24
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=2&name=%E5%BE%A1%E6%9C%B1%E5%8D%B0%E5%B8%B3%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC&id=299
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&name=POCKET+MEMO+%22%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC+IN+%22&id=20
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=3&name=%E5%AD%A6%E7%AB%A5%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&id=15
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=3&name=%E9%80%8F%E6%98%8E%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88&id=21
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=3&name=PP%E5%AE%9A%E8%A6%8F%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%80%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88&id=39
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=3&name=%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF++%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF&id=22
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=3&name=%E4%B8%8B%E6%95%B7%E3%81%8D&id=31
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=3&name=%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89&id=41


素材：PVC・PO・布・織紐・革等
印刷：シルクスクリーン・織ネーム等

手首用、首掛け用等のタイプがあります。オリジナル印刷だけ
でなく、幅や長さもオリジナル形状が可能です。

素材：PVC・POのフォームパック・発泡ゴム
印刷：シルクスクリーン
サイズ：オリジナル形状が可能

日本から印鑑を押すという文化がなくならない限りは捺印マット
は必須品といえます。

素材：PP・PO・PVC等
印刷：シルクスクリーン・箔押し等
サイズ：名刺・カード等

会社では社員証入れ、展示会での名刺ホルダーとして来場者が首
からかける時等に使用されます。紐・クリップ等使用状況に応じ
て選択可能です。中身の脱落防止チャックが付けられます。

素材：PVC
印刷：シルクスクリーン・箔押し等
サイズ：オリジナル形状が可能

通常形状や変形への対応も可能なパスケース。
変形ではキャラクターやロゴなどを大きく主張することができ
ます。

写真入れマウスパッドマウスパッド

捺印マットストラップ

パスケースネームカードホルダー

素材：再生PET・PP・PVC、発泡ゴム・発泡PE(裏面)
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し
サイズ：W210mm×H170mm

マウスパッドに好きな写真を入れて使用できます。

素材：再生PET・PP・PVC、発泡ゴム・発泡PE(裏面)
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し
サイズ：オリジナル形状が可能
　　　　発泡ゴムがないタイプも可能

本来はマウスの下に敷いて使うものですが、キャラクター等を
印刷し、閲覧するためのメディアとして活用されることも多い
です。
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素材：PVC・PO
印刷：シルクスクリーン・オフセット
サイズ：オリジナル形状が可能(マチ付きも可能)

小物入れ、ペンケース等に幅広く使用でき、ノベルティグッズ
として根強い人気があります。
防錆タイプもございます。

素材：PP
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し等
サイズ：オリジナル形状が可能

組立て用に差し込み部分等の加工をしてあります。印刷や大きさ
を変えることでノベルティだけでなく､簡単な什器にもなります｡

素材：PVC、真鍮(金具)
サイズ：H110×W330

一枚の樹脂のシートと、金属の留め具から構成されるシンプルな
造りです。規則的に並んだ数字の羅列に枠を組み合わせることで
カレンダーに変化します。塩ビ工業・環境協会、日本ビニル工業会
が主催しているPVC Design Award 2011において入賞いたしました｡

素材：PVC・PO
印刷：シルクスクリーン・箔押し
サイズ：オリジナル形状が可能

チャック袋付きのブックカバーです。
筆記用具などの小物の収納が可能です。

チケットホルダーマスクケース

PPクラフト（抜き組立て品）天チャックケース

天チャック付きブックカバー万年ロールカレンダー

素材：PP
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し等
サイズ：オリジナル形状が可能

コンサートや舞台などのチケットを折らずに持ち歩けます。
チケット販売のノベルティ等にもオススメです。

素材：PVC・PP
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し等
サイズ：オリジナル形状が可能

未使用のマスクでも、食事の際に少し外したマスクでも、保管
や持ち運びが可能になるケースです。抗ウイルス仕様のマスク
ケースもできます。
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=3&name=%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89&id=16
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=4&name=%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&id=28
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=4&name=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97&id=29
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=4&name=%E5%86%99%E7%9C%9F%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89&id=17
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=4&name=%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&id=300
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=4&name=%E6%8D%BA%E5%8D%B0%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88&id=30
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=4&name=%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&id=301
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=4&name=%E4%B8%87%E5%B9%B4%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC&id=19
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=5&name=%E5%A4%A9%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&id=27
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=4&name=%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&id=302
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=4&name=%E5%A4%A9%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC&id=26
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=5&name=PP%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%88%EF%BC%88%E6%8A%9C%E3%81%8D%E7%B5%84%E7%AB%8B%E3%81%A6%E5%93%81%EF%BC%89&id=303


素材：PS発泡
サイズ：厚5.0mm・7.0mm×W760mm×H1,080mm(Ｂ版)
　　　　厚5.0mm・7.0mm×W910mm×H1,820mm(3×6版)

発泡スチレンボードに粘着加工を施し、剥離紙を剥がせば
ポスター・生地等を簡単に貼ることが可能です。
フレーム付きタイプも1本から承ります。

素材：白ターポリン/再剥離・粘着再生機能粘着加工
印刷：インクジェット

ターポリンの裏面に再剥離 ・ 粘着再生機能のある粘着剤を塗布
したシートで様々な素材に貼れます。ポスターや商品POP等に
利用できます。

素材：紙

糊がついていないメモです。不定形、断面ナナメカット等が
可能です。
また、1枚1枚または側面(4面)に印刷が可能です。

素材：紙・PET・PP

紙に再剥離する部分糊を使用しています。ノートタイプ、型抜き
タイプ等、形状のご指定が可能です。
また、付箋、メモ、マーカーとして使用できます。

ロール付箋マスキングテープ

EG-GUM-Fitミラパネ

タックメモ　付箋ブロックメモ

素材：紙
印刷：オフセット・箔押し
サイズ：（付箋1枚）38mm×51.5mm×100枚

1枚ずつ切り取れるロール状の付箋です。
1枚区切りごとに異なる絵柄になっています。

素材：紙
印刷：オフセット

従来では難しかったオフセット印刷技術の進歩によって、
小ロットでの製造が可能となりました。
波型など、テープ形状の変形カットも対応可能です。
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素材：PVC
印刷：シルクスクリーン
　

お金の受け渡し時に使われます。硬貨が一掴みで取れるように、
軟質樹脂の「毛状物」がポイントです。

素材：PP
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し等
サイズ：オリジナル形状が可能

特殊な切れ込みにより、使用しているときだけマチがあらわれる
カードホルダーです。名刺入れとしてもスマートに使っていただ
けます。

素材：PE
サイズ：直径5mm×長さ5mm～80mm　

穴の開いた書類などを綴じるプラスチック製の製本綴じ具です。

素材：PE
規格：幅4mm・6mm

金属製の従来品は廃棄の際に分別しなければなりませんが、
フォルテファスナーはそのまま廃棄が可能です(リサイクル
にも対応)。形状保持部材としてはマスクの鼻の部分等形状
を保持したい部分に使われています。　　

ディスク留め用クランプCD/DVDケース

マチレスカードホルダーつり銭トレー

フォルテファスナー製本用ストッパー

素材：PP等
サイズ：高さ(底面から)2.5mm　 直径30mm

高さ2.5mmの薄さとディスクの装着感が特長です。
耐熱性・柔軟性に優れています。

素材：(CDケース) クラフト紙等、(クランプ) PP等
サイズ：厚(背幅)6mm×W140mm×H125mm

クラフト紙(再生紙)を使ったCD/DVD紙ケース(内ポケット付)
です。厚手のクラフトボール紙の素材感・しっとりとした質感
が人気です。

ディスク留め用クランプ取付け例  (透明、白、黒)

詳細はwebサイトへ

詳細はwebサイトへ

詳細はwebサイトへ
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=5&name=%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97&id=32
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=5&name=%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%A1%E3%83%A2&id=34
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=5&name=%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%91%E3%83%8D&id=36
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=5&name=%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E4%BB%98%E7%AE%8B&id=33
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=5&name=%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%80%80%E4%BB%98%E7%AE%8B&id=35
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=5&name=EG-GUM-Fit&id=37
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=COC%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=CD%2FDVD%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&id=179
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=COC%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=%E8%A3%BD%E6%9C%AC%E7%94%A8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC&id=181
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=6&name=%E3%81%A4%E3%82%8A%E9%8A%AD%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC&id=40
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=COC%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E7%95%99%E3%82%81%E7%94%A8%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97&id=180
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=5&name=%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%80%80%E5%BD%A2%E7%8A%B6%E4%BF%9D%E6%8C%81%E9%83%A8%E6%9D%90&id=38
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%94%A8%E5%93%81%E3%83%BB%E6%96%87%E5%85%B7&label=1&page=6&name=%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&id=304


生活雑貨・袋物・バッグ
Door Cube ( ドアキューブ )®

材質：外枠：PVC
　　　球体：ブタジエンゴム + イソプレンゴム

新しい発想から生まれたドアストッパー「Door Cube( ドアキューブ )」
そっとおくだけでドアが止まり、ドアを傷つけません。
PVC Design Award 2015 において入賞いたしました。特許取得済。

Door Mate ネコストッパー・くまモンストッパー

材質：本体・基盤：EVA・PE
　　　半球体：ブタジエンゴム + イソプレンゴム

Door Cube の姉妹品。カラフルで斬新なデザインでインテリアにも最適。
使わない時にはドアノブに掛けておけます（ドアノブの大きさ形状により掛けられない場合があります）。
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詳細はwebサイトへ

ROSE

BLUE
BLACK

BEIGE

くまモン
立姿

くまモン
万歳

素材：PVC ターポリン・レジャーシート用生地・帆布・ナイロンタフタ等
印刷：シルクスクリーン・オフセット・インクジェット
サイズ：オリジナル形状が可能

壁に吊下げる室内用装飾品です。
ハトメ加工を施し吊り下げ用ロープ等を通すとお気に入りの絵柄
を鑑賞することが可能です。

素材：PVC・PO・布・紙・発泡素材、マグネット
備考：磁石は軟質・硬質・等方性・異方性

冷蔵庫等に貼る広告宣伝物や、紙を挟むクリップとして様々な
シーンで活躍しているグッズです。磁石の強度も選択可能です。

素材：PP
印刷：シルクスクリーン・オフセット
サイズ：オリジナル形状が可能

PP抜き品、PP成形骨に紙貼り、PP成形持ち手をPP本体に取り
付けが可能です。　　　　　　

素材：アクリル、ボールチェーン
印刷：インクジェット
サイズ：オリジナル形状が可能

アクリル製のキーホルダーです。
ご要望に合わせて仕様等承ります。

スマホ用防滴ケース キーホルダー

マグネットグッズ各種 タペストリー(室内装飾品）

アクリルキーホルダー うちわ

素材：PVC、紐、マジックテープ
印刷：シルクスクリーン
サイズ：オリジナル形状が可能

スマートフォン用の防滴ケースです。
開口部を折りたたんでマジックテープでしっかりと閉じること
で水等が入りにくくなります。

素材：PVC、ボールチェーン
印刷：転写・シルクスクリーン・インクジェット
サイズ：オリジナル形状が可能

成形品、高周波加工品での製造が可能です。
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&name=DoorCube%5B%E3%83%89%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96%5D&id=47
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&name=Door+Mate+%E3%83%8D%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC&id=77
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&name=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E7%94%A8%E9%98%B2%E6%BB%B4%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&id=48
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&name=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&id=51
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&name=%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA%E5%90%84%E7%A8%AE&id=53
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&name=%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&id=50
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&name=%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%8F&id=52
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=2&name=%E3%82%BF%E3%83%9A%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%28%E5%AE%A4%E5%86%85%E8%A3%85%E9%A3%BE%E5%93%81%EF%BC%89&id=54


素材：繊維各種・紐・PVC・PE・EVA等
印刷：シルクスクリーン・オフセット・グラビア・転写
サイズ：オリジナル形状が可能

日本で古くから使用されている袋で、開口部を紐で締められる
ようになっています。

素材：PP等
印刷：シルクスクリーン・箔押し
サイズ：オリジナル形状が可能

書類・品物等を収納して持ち運ぶための容器です。
最近では表面にキャラクターを印刷したケースをご用命いただいて
おります。

素材：繊維各種・不織布・帆布
印刷：シルクスクリーン・転写
サイズ：オリジナル形状が可能

一般的なトートバッグやエコバッグです。オリジナル形状での
作製も可能です。グッズとしてもノベルティとしても使い
やすい商品です。　　　　　　　　　　　　　　

素材：PVC
印刷：シルクスクリーン・箔押し
サイズ：オリジナル形状が可能

シンプルな形状ですが、キャンパスバッグやノベルティとして
根強い人気があります。
素材自体の発色が良いため、ワンポイントの印刷や箔押しで
高級感を持たせることができます。

書道掲示ホルダーウォールポケット

キャリングケース巾着袋

クラッチバッグトートバッグ エコバッグ

素材：PVC、金属ホック
印刷：シルクスクリーン・箔押し
サイズ：W265mm×H400mm

書道作品を掲載する際に便利な掲示ホルダーです。
ボタンをつなぎ合わせることで、つなげて掲示が可能です。

素材：PVC・PO
印刷：シルクスクリーン・オフセット・インクジェット
サイズ：オリジナル形状が可能

壁面に吊り下げて使います。ポケットを透明にすることで、
中に入れたものが確認できます。
物の収納だけでなく、写真を入れたり、お薬を入れたり、
様々なシーンに対応いたします。
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ファスナーポーチ

素材：繊維各種・不織布・PVC等
印刷：シルクスクリーン・オフセット・グラビア
サイズ：オリジナル形状が可能

化粧品や小物を入れる袋状の入れ物です。数量があれば、別注色
での対応も可能です。

素材：PP
印刷：シルクスクリーン・オフセット
サイズ：オリジナル形状が可能

薄い・軽量・どこでも持って行ける手軽さがあります。
抗菌仕様も可能です。　　　　　　

PPまな板

素材：セルロース  70％/ コットン 30％
印刷：シルクスクリーン
備考：原産国 ドイツ

自重の10倍、タオルの4倍の液体を吸収する天然素材品です。
台所清掃や車の洗車時に活躍いたします。

スポンジクロス

素材：PVC・ポリエステル等
サイズ：各種
　

一枚敷いておくだけで、汚れや食べこぼしを簡単に拭き取れる
テーブルクロスです。

テーブルクロス

素材：PO、形状保持樹脂

形状保持樹脂により、ポケットは自由な形状に変形でき、食べ
こぼしをキャッチいたします。
介護用食べこぼし防止ポケット付きエプロンも製造が可能です。

お食事エプロン（スタイ・ビブ）
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冷感グッズ

素材：(生地)PVC・Ny/PE・不織布等
　　　(ゲル)水99％、EGDMA(エチレングリコールジメタクリレート)等

肌身につけるものから、寝具として敷いて使うものまで幅広く
活躍しているグッズです。
凍るタイプと凍らないタイプがご用意できます。

https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=2&name=%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88&id=55
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=2&name=%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0+%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&id=57
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=2&name=%E5%B7%BE%E7%9D%80%E8%A2%8B&id=59
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=2&name=%E6%9B%B8%E9%81%93%E6%8E%B2%E7%A4%BA%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&id=56
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=2&name=%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&id=58
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=2&name=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&id=60
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=2&name=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%81&id=62
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=3&name=%E5%86%B7%E6%84%9F%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA&id=68
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&name=%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9&id=49
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=3&name=%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9&id=64
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=3&name=%E3%81%8A%E9%A3%9F%E4%BA%8B%E7%94%A8%E3%82%A8%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%B3%EF%BC%88%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%83%93%E3%83%96%EF%BC%89&id=67
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=3&name=PP%E3%81%BE%E3%81%AA%E6%9D%BF&id=66


傘

素材：PVC・EVA・ポリエステル・ナイロン等
印刷：シルクスクリーン・グラビア・転写

一部分を透明にすることで視認性を向上させることが可能です。

素材：繊維各種・不織布・帆布

タオルやブランケットはもちろん、ポーチやバッグ等も可能です。
グッズ、ノベルティにおススメです。

縫製品

素材：PVC
印刷：シルクスクリーン
サイズ：オリジナル形状が可能

編み抜き加工により伸縮性が増すため、変わった形の大きなもの
でも入れることができます。

アミアミバッグ

素材：PVC
サイズ：オリジナル形状が可能

トレンドのPVC製クリアバッグ。いろいろな場面で使っていただける
ので、ノベルティにも利用していただけます。　　　　　　　　　
　　　　

PVCビーチバッグ

素材：PVC
サイズ：オリジナル形状が可能
　

光に反射する素材がかわいいと話題のオーロラポーチ。ノベルティ
として、ロゴなどを印刷するだけでかわいくなります。

オーロラポーチ

22

生
活
雑
貨
・
袋
物
・
バ
ッ
グ

レジャー・スポーツ用品

素材：PVC
印刷：オフセット
サイズ：W90mm×H90mm　オリジナル形状が可能

普段のお弁当やピクニックで使える丸型の保冷剤。保冷剤本来
の役割ではもちろん､写真撮影時の小物としても使っていただけ
ます。

素材：PVC等
印刷：シルクスクリーン・グラビア

スポーツの応援を盛り上げるためのグッズです。鳴り物や
特殊型での製造も可能で､持ち運びも保管も軽く小さくなります｡

素材：OPP・アルミ蒸着 PET・PE・PP クロス・PVC等
印刷：グラビア
サイズ：オリジナル形状が可能

駐車中に車内の温度を上がりにくくするものです。

素材：PVC、(断熱材)発泡 PU等
印刷：シルクスクリーン・グラビア
備考：素材にアルミ蒸着シート、緩衝剤、ナイロン等自由な設計が可能
　　　です。

飲み物等の温度が変わりづらいようにする携帯用の保温バッグ
です。
使用しないときは折りたたむことで省スペースになります。

レジャーシート・レジャーシートバッグ花びらレジャーシート

スポーツ応援グッズオリジナル保冷剤

クーラーバッグ車用サンシェード

素材：OPP・PE クロス等
印刷：グラビア
サイズ：オリジナル形状が可能

レジャー用品、広告宣伝物として利用されます。
レジャーシートバッグはレジャーシートに成型取っ手がついた
もので、折りたためばバッグ状態になります。

素材：PVC
印刷：グラビア・インクジェット

塩ビ素材で桜の花びら型にしたレジャーシートです。
PVC Design Award 2013入賞作品を商品化しました。
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E7%94%A8%E5%93%81&label=1&name=%E8%8A%B1%E3%81%B3%E3%82%89%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88&id=94
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E7%94%A8%E5%93%81&label=1&name=%E8%BB%8A%E7%94%A8%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%89&id=88
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E7%94%A8%E5%93%81&label=1&name=%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E4%BF%9D%E5%86%B7%E5%89%A4&id=295
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E7%94%A8%E5%93%81&label=1&name=%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88+%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&id=87
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E7%94%A8%E5%93%81&label=1&name=%E4%BF%9D%E5%86%B7%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0+%EF%BC%88%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%EF%BC%89&id=90
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E7%94%A8%E5%93%81&label=1&name=%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA&id=104
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=3&name=%E5%82%98&id=69
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=3&name=PVC%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&id=305
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=3&name=%E7%B8%AB%E8%A3%BD%E5%93%81&id=306
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=3&name=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%A9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%81&id=307
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8%E3%83%BB%E8%A2%8B%E7%89%A9%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&label=1&page=4&name=%E7%B7%A8%E3%81%BF%E7%B7%A8%E3%81%BF%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&id=75


キャラクター製品
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ビーチバッグ

素材：非フタル酸PVC
サイズ：高さ約275mm 　(底)W270mm×D140mm

開口部、底面に芯材を入れたしっかりとしたビーチバッグです。
付けかえ可能なネームタグがついています。

株式会社三洋では、キャラクターライセンシー契約を結んでおり
ます。

ライセンス一覧(����年�月現在)

・暴太郎戦隊ドンブラザーズ
・仮面ライダーリバイス
・デリシャス♡パーティ プリキュア
・ドラゴンボール超
・すみっコぐらし
・ウルトラマン

©2022 San-x co., Ltd. All Rights Reserved.
©ABC-A・東映アニメーション

©2021 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
©2021 テレビ朝日・東映AG・東映

©バードスタジオ／集英社　©「2018ドラゴンボール超」製作委員会

傘

素材：(生地)ポリエステル・PVC
　　　(骨 8本)グラスファイバー・鉄
サイズ：(手開き傘)45cm
         　(ジャンプ傘)50・55cm

キャラクターの印刷が入った、傘（かさ）です。
手開きとジャンプ傘の2種類取扱いがございます。

©円谷プロ
©2022 San-x co., Ltd. All Rights Reserved.

素材：(生地)エステル/ニット、(持ち手)ナイロン、(口元)合皮巻
サイズ：16・17・18・19・20cm
備考：抗菌防臭インソール付

キャラクターの印刷が入ったレインブーツです。

レインブーツ

©円谷プロ
©2022 San-x co., Ltd. All Rights Reserved.

素材：ポリエステル・PVC
サイズ：110・120・130・140・150cm
備考：収納巾着付き

キャラクターの印刷が入ったレインコートです。

レインコート

©円谷プロ
©2022 San-x co., Ltd. All Rights Reserved.

セキュリティ安全用品

素材：PVC・PET(ラミネート)
印刷：シルクスクリーン・オフセット
サイズ：W85.6mm×H54mm

オリジナルの会員カードをお作りいたします。

素材：PVC等
印刷：シルクスクリーン・箔押し

携帯電話等に取り付けることで、SD・ミニSD・マイクロSDの
いずれかを4枚収納可能です。

素材：PVC、金属薄板
印刷：シルクスクリーン
サイズ：オリジナル形状が可能

高級ハンドバッグの止め金具に強力な磁石が採用され、通帳の
データが破損する事故が多発しております。磁気防止通帳ケース
は通帳のデータの破損を未然に防止します。

素材：OPP/ユポ/電磁波シールド材
印刷：オフセット・インクジェット

財布、カードケースの収納スペースに非接触 ICカードと一緒
に挟み込んで使用することで、カードリーダーでのデータ読み
取りを未然に防止します。

反射グッズ ICチップ封入品

SDカードケース 会員カード

スキミング防止カード 磁気防止カードケース

素材：PVC再帰反射加工品
印刷：シルクスクリーン・インクジェット
サイズ：オリジナル形状が可能

反射グッズは夜間に車のライト等で反射いたします。灯りの
少ない場所でも居場所をアピールすることは、安全・安心に
つながります。

素材：PVC・PET・PO・PU等
印刷：シルクスクリーン・オフセット
サイズ：オリジナル形状が可能

衣服、CD等の在庫管理と盗難防止にICチップ封入品は活用
されています。フィルムパック式､成形式等ICチップ形状に
応じてお作りいたします。
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%A8%E5%93%81&label=1&name=%E5%8F%8D%E5%B0%84%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA&id=124
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%A8%E5%93%81&label=1&name=%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89&id=126
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%A8%E5%93%81&label=1&name=SD%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&id=128
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%A8%E5%93%81&label=1&name=IC%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E5%B0%81%E5%85%A5%E5%93%81&id=125
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%A8%E5%93%81&label=1&name=%E7%A3%81%E6%B0%97%E9%98%B2%E6%AD%A2%E9%80%9A%E5%B8%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&id=127
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%A8%E5%93%81&label=1&name=%E4%BC%9A%E5%93%A1%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89&id=129
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%84&id=172
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&id=167
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88&id=170
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=%E5%82%98%EF%BC%88%E3%81%8B%E3%81%95%EF%BC%89&id=169


包装・パッケージ
ユニパック　CPP・OPP 袋

素材：PE
備考：各種CPP・OPP袋も取り揃えています。

ユニパックはチャック付きポリエチレン袋です。
在庫規格品がございます。

素材：PE
印刷：フレキソ

国内工場にて製造を行っている、食品衛生法に適合したフリーザーバッグです。1 万枚から袋へのオリジナル
印刷が可能で、要望の枚数で箱にセットしての対応もいたします。さまざまな用途で使えるので、ノベルティ
としてもらっても嬉しい製品です。

フリーザーバッグ
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素材：PS・PP・PET等

深絞り成型したタイプです。発泡材料・透明材料等での製造が
可能です。　　　　　　　　　　　　　　

素材：PET

包装されたケーキやパン等の形崩れを防いだり、移動しやすく
するために用いられるPET製のセルクルです。
両面テープ式、はめ込み式があります。

発泡ポリエチレンバッグクリアケース

セルクル食品トレー 

素材：PE（発泡）
印刷：グラビア
サイズ：オリジナル形状が可能

結婚式の引き出物や百貨店での買い物品を入れる袋として使われて
います。

素材：PVC（硬質）・PP・PET
印刷：オフセット・シルクスクリーン・箔押し

商品の中身を見せつつ、商品を守る透明なケースです。
糊貼り加工・超音波加工、どちらでも製造可能です。

素材：PVC・PO・PP・PE・紐・紙等 
備考：素材により印刷も可能
　

丸型、角型等ご要望に応じた形状等ご提案させていただきます。
花火本体は仕入れ商品となります。

花火ケース　花火
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%8C%85%E8%A3%85%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8&label=1&name=%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%80CPP%E3%83%BBOPP%E8%A2%8B&id=83
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%8C%85%E8%A3%85%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8&label=1&name=%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&id=308
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%8C%85%E8%A3%85%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8&label=1&name=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&id=78
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%8C%85%E8%A3%85%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8&label=1&name=%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC&id=80
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%8C%85%E8%A3%85%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8&label=1&name=%E7%99%BA%E6%B3%A1%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&id=79
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%8C%85%E8%A3%85%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8&label=1&name=%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AB&id=81
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%8C%85%E8%A3%85%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8&label=1&name=%E8%8A%B1%E7%81%AB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9+%E8%8A%B1%E7%81%AB&id=85
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空気入りビニール製品
抱き付き人形

素材：PVC等
印刷：シルクスクリーン
サイズ：オリジナル形状が可能

PuCa PuCa

素材：PVC、PP、PE
印刷：オフセット・シルクスクリーン
サイズ：スマホ W110mm×H280mm　　
            タブレット W230mm×H550mm

お風呂に入りながらスマホ・タブレットを見る。そんなバスタイムを快適に過ごせるアイテムです。
PVC Design Award 2016 において入賞いたしました。

1960 年ごろに大流行した「抱っこちゃん」の時代からずっと人々に愛されている空気で膨らませる
抱きつき人形です。
複雑形状のエアー製品は特殊なノウハウと技術が要求されます。是非当社にお任せください。

素材：PVC
印刷：シルクスクリーン

レジャー用品として夏に欠かせない、浮輪と子供用のリング
プールです。OEM、PB製品はお任せください。

素材：PVC・PU
印刷：シルクスクリーン

レジャー用品として砂浜や波打ち際で遊ぶために使われたり、
スポーツ用品としても使用できます。
印刷面が大きいので、広告宣伝物としても適しています。

素材：PVC・PU
サイズ：直径約200mm (空気充填時)

エアーボールの表面に凹凸をつけることで、方向性と直進性を
向上させたボールです。高齢者や子供でも、ある程度自在に
コントロールできるようになります。

素材：PVC
印刷：シルクスクリーン
サイズ：W160mm×H150mm×D160mm(空気充填時)

空気を注入して使用する、テトラポット型 PVC 製卓上カレンダー
です。中心部から四方に筒状に突出した脚部を有す四面体構造は、
各四面に三ヶ月分の暦が表示されています。
空気を充填していない時は、コンパクトに折りたためます。

PUSHIONエアートルソー

ビーチボール・フリスビー浮き輪・リングプール　

エアテトラカレンダーエアーディンプルボール

素材：PVC・PU
サイズ：直径約370mm×D70mm (空気充填時)

PUSHIONは、PUSH と CUSHION を組み合わせた造語で、
名前の通り座面を押し込む (PUSH) ことができ、自分好みの
高さに調節が可能なクッションです。

素材：PVC
サイズ：オリジナル形状が可能　

空気で膨らませるため、畳んで保管、輸送できる簡易的なトルソー
です。

実用新案登録済

実用新案登録済
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=%E6%8A%B1%E3%81%8D%E4%BB%98%E3%81%8D%E4%BA%BA%E5%BD%A2&id=95
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=PuCa+PuCa&id=97
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%BC&id=96
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB&id=99
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%AB&id=102
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=PUSHION&id=98
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%86%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC&id=100
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB+%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%93%E3%83%BC&id=103


素材：PVC・PU
印刷：シルクスクリーン
　

エアークッションをつなげて、大きなマットとして使います。
単品でもエアークッションとして使えます。

素材：PVC・PU
備考：健康グッズの内部部品として布カバー等で覆われる
　　　ことが多いため通常印刷はしません。

様々な用途に対応した形状やサイズを､企画からご提案いたします。

素材：PVC
印刷：シルクスクリーン

空気を利用して保冷する水も氷も要らないワインクーラーです。

素材：PVC・PU
印刷：シルクスクリーン・グラビア

携 帯 す る の に 邪 魔 に な ら な い 、 空 気 で 膨 ら ま せ る エ ア ー
クッション、エアーピローです。
印刷面が大きいので広告宣伝物としても適しています。

ペンライトカバー

健康グッズフリーコネクションマット

エアークッション・エアーピローワインクーラー

素材：PVC
サイズ：オリジナル形状が可能

ペンライトに取り付けることで、光をより目立たせます。空気
を入れるバルーンになっているため､様々な形状での作製が可能
です。

素材：PVC・PU
印刷：シルクスクリーン

膨らませて立体になるコースターです。
ドリンクを水に浮かせて可愛い写真を取ることが可能です。
（ドリンクをこぼさないように充分にご注意ください。）

エアーコースター
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セールスプロモーション用品（サイン・POP等）

エアー POP類（ボトルダミー・パンチング等）

素材：PVC・PO等、EL-POPシート、(錘)水・砂鉄等
印刷：シルクスクリーン・インクジェット・グラビア・(紙)オフセット
サイズ：オリジナル形状が可能(ロケット形状・複雑形状等)

ボトルダミーは飲料水ボトルを、エアーパンチングは宣伝物としてのイメージを具現化いたします。 
両者共に広告宣伝物としてのインパクトは大きく、弊社が得意とするアイテムです。

ディスプレイ（カウンター什器）

素材：PVC・PET・PMMA・PC・ABS・PP・木・紙・段ボール等
サイズ：オリジナル形状が可能

チラシやカタログ等を展示するディスプレイです。使用する素材によって印象が異なるため、配布物や
展示場所などに合わせた、デザインから最適な素材までご提案いたします。屋内用、屋外用のご提案も
可能です。
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&page=2&name=%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC&id=309
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&page=2&name=%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC&id=106
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&page=2&name=%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88&id=110
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&name=%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC&id=350
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&page=2&name=%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3+%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%94%E3%83%AD%E3%83%BC&id=109
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%A9%BA%E6%B0%97%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A3%BD%E5%93%81&label=1&page=2&name=%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA&id=111
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%94%A8%E5%93%81%EF%BC%88%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BBPOP%E7%AD%89%EF%BC%89&label=1&name=%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%BCPOP%E9%A1%9E%EF%BC%88%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%AD%89%EF%BC%89&id=114
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%94%A8%E5%93%81%EF%BC%88%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BBPOP%E7%AD%89%EF%BC%89&label=1&name=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4&id=119


素材：PVC ターポリン・PVC・合成紙等
印刷：シルクスクリーン・インクジェット
サイズ：オリジナル形状が可能

標語や広告等を大書きし、建物の上や柱から垂らす幕です。
１枚から承ります。

素材：PVC・TPU
印刷：インクジェット・シルクスクリーン
サイズ：小型から超大型までのオリジナル形状の生産が可能

展示会やイベント向け浮遊バルーン・キャラクター人形等を
1個から作製いたします。

素材：PP・PVC
印刷：シルクスクリーン・オフセット
サイズ：オリジナル形状が可能

大きな面積を活用したサインにはノウハウが必要です。
タイヤのサインはお任せください。

素材：発泡PVC・発泡PS/紙等
印刷：シルクスクリーン・インクジェット
サイズ：オリジナル形状が可能

これまで 数多くのサイン・看板等の企画・施工を実施いたし
ました。店舗のサイン・看板等はお任せください。

エアーイルミネーションまじかるサイン

大型バルーン懸垂幕

サイン・看板等タイヤサイン

素材：PVC、LED 基盤(ソーラーバッテリー・USB 充電式 )
備考：(LED基盤)高輝度 LED 10灯

LED 基盤を組み込んだ LED パンチング、LED エアー POPです。
点灯パターンは強・弱・点滅の３通りです。
USB 式の LED 基盤は、フル充電で８～12時間点灯します。
内臓バッテリーの寿命目安は約1年です。

素材：PVC
印刷：インクジェット
サイズ：オリジナル形状が可能

中から外は見えるのに、外から中は見えにくい特殊なフィルム
です。糊を使用していないので施工が簡単です。
広告効果、目隠し効果、遮熱効果が高いです。

屋外（サイン表面）

屋内（サイン裏面）
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防災用品等
吸水バッグ　ウォーターキャッチ

素材：天然パルプ/吸水ポリマー、PP不織布
サイズ：W450mm×H110mm～W580mm×H420mm (全4サイズ)
規格： 0.7Lタイプ・ 5Lタイプ・10Lタイプ・20Lタイプ

水に触れると急速に大量の水を吸収します。吸水スピードが極めて早く、集中豪雨・台風による室内漏水
など緊急時に速やかな対応ができます。薄くて軽いので保管･持ち運びが便利です。状況・場所に応じて、
様々なタイプから選べます。

詳細はwebサイトへ
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● 薄くて軽いので保管･持ち運びが便利

● 安心の日本製

● 処理剤で脱水処理ができる

・吸水スピード大幅アップ！

・規定吸水量までの到達時間が

　従来品の 1/4。

簡易土のう

配管の水漏れ

リニューアル !

使用事例

規格

駅構内の雨漏り

運動場の水たまり

エレベーターピットの漏水

工場 ・ 倉庫の浸水

1

1
0

2

2

3

3

4

4 7

5

5 86

○ 吸水スピード（自社試験）

吸
水
量(

L)

従来品

リニューアル品(分後 )

50 枚ポリ袋入り

10 枚ポリ袋入り

5 枚ポリ袋入り

5 枚ポリ袋入り

梱包

200 枚

100 枚

50 枚

20 枚

入数 （C/S）

約 20 ｇ

約 60 ｇ

約 120 ｇ

約 240 ｇ

本体重量

約 100×450

約 280×380

約 350×455

約 420×580

寸法 （mm）

0.7ℓ
5ℓ

10ℓ
20ℓ

理論給水量

K- 0.7L

K- 5L

K- 10L

K- 20L

タイプ

水漏れ対策！備えて安心！

吸水バッグ ウォーターキャッチ

https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E9%98%B2%E7%81%BD%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E5%90%B8%E6%B0%B4%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0+%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%81&id=153
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%94%A8%E5%93%81%EF%BC%88%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BBPOP%E7%AD%89%EF%BC%89&label=1&name=%E3%81%BE%E3%81%98%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3&id=113
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%94%A8%E5%93%81%EF%BC%88%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BBPOP%E7%AD%89%EF%BC%89&label=1&name=%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3&id=116
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%94%A8%E5%93%81%EF%BC%88%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BBPOP%E7%AD%89%EF%BC%89&label=1&name=%E6%87%B8%E5%9E%82%E5%B9%95&id=118
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%94%A8%E5%93%81%EF%BC%88%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BBPOP%E7%AD%89%EF%BC%89&label=1&name=%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&id=115
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%94%A8%E5%93%81%EF%BC%88%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BBPOP%E7%AD%89%EF%BC%89&label=1&name=%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E7%9C%8B%E6%9D%BF%E9%A1%9E&id=117
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%94%A8%E5%93%81%EF%BC%88%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BBPOP%E7%AD%89%EF%BC%89&label=1&name=%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%B3&id=310
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電源：ソーラー充電式（フル充電時間8時間）
　　　連続消灯時間（弱）約12時間　（強）約6時間
サイズ：W110mm×H110mm×D110mm
重量：75ｇ

ソーラーパネル搭載で電池不要のランタンです。太陽光で充電で
き8時間充電で約10時間点灯します。折り紙のように折りたたむ
ことができます。防水性もありキャンプ等のレジャー用品としても
ご利用いただけます。

素材：PVC
サイズ：厚0.1mm×W695mm×H2,460mm
梱包：1枚PE袋入れ　20枚/ケース
重量：525ｇ

ご遺体の確認時においてファスナーを開けることなく、透明窓
のカバーをめくることにより身元確認ができます。

素材：ABS樹脂（帽体）

イザ！というときにさっとかぶることができ、大事な頭部を
しっかりと保護します。衝撃吸収性のあるプロテクターを
装着しており、落下物から頭部を保護します。

素材：綿100％ 、PP/EVA等

救水袋ポタポタキャッチ

遺体収納袋キャリー・ザ・サン

防災用キャップ　IZANO CAP防災用ヘルメット　IZANO

素材：麻、吸水ポリマー
サイズ：15ℓ・20ℓ

長期保存型簡易土のうです。水に浸けることで土のうとして
ご利用いただけます。

素材：PVC等
サイズ：（専用シート）W1,000mm×H1,000mm
　　　　（専用ホース）20m
　　　　（専用テープ）幅50mm×25m

突然発生する水漏れは場所を選んでくれません。そんな時は
ポタポタキャッチが有効です。水漏れ箇所に合わせて専用テープ
で貼り付け、専用ホースを取り付けることでご希望の場所に水を
送ることができます。

顔部分に透明窓付
（縦250ｍｍ×横250ｍｍ）

マジックテープで開閉

防災タイプには本体とシコロに防災生地を使用し、火の粉から
頭部を保護します。キャップ・ヘルメットともに専用の袋に
コンパクトに入れ携帯することができます。

詳細はwebサイトへ

整理シート

素材：PEフォーム
備考：厚10.0mm、裏面シート付き

工具や文房具を取り出しやすいよう整理整頓する
ためのシートです。10mm 四方の方眼でミシン目
が入っており、用具の形状に合わせて型抜きする
ことができます。

工場資材等
カド番シール S・L

素材：発泡PE
サイズ：Sサイズ 厚3.0mm×W60mm×H30mm
　　　　Lサイズ 厚5.0mm×W140mm×H90mm

角・出隅の養生材です。再剥離タイプのシールになっているので「付け・外し」が簡単です。
工場でも家庭でも幅広く使うことが出来ます。

人工芝

サイズ：幅 910mm×30m巻
梱包：1本

簡単に設置が出来る人工芝です。天然芝と比べ手入れ
が容易で美観を向上させます。
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E8%B3%87%E6%9D%90%E7%AD%89&label=1&name=%E6%95%B4%E7%90%86%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88&id=135
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E8%B3%87%E6%9D%90%E7%AD%89&label=1&name=%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%EF%BC%88%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%8A%9D%EF%BC%89&id=133
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E9%98%B2%E7%81%BD%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E3%83%9D%E3%82%BF%E3%83%9D%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%81&id=154
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E9%98%B2%E7%81%BD%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3&id=320
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E9%98%B2%E7%81%BD%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E5%90%B8%E6%B0%B4%E5%9C%9F%E3%81%AE%E3%81%86%E3%80%80%E6%95%91%E6%B0%B4%E8%A2%8B&id=296
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E9%98%B2%E7%81%BD%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E9%98%B2%E7%81%BD%E7%94%A8%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97+IZANO+CAP+++%E9%98%B2%E7%81%BD%E7%94%A8%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%88+IZANO&id=155
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E9%98%B2%E7%81%BD%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E9%81%BA%E4%BD%93%E5%8F%8E%E7%B4%8D%E8%A2%8B&id=322
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E8%B3%87%E6%9D%90%E7%AD%89&label=1&name=%E3%82%AB%E3%83%89%E7%95%AA%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB&id=139
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E9%98%B2%E7%81%BD%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E9%98%B2%E7%81%BD%E7%94%A8%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97+IZANO+CAP+++%E9%98%B2%E7%81%BD%E7%94%A8%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%88+IZANO&id=155


物流資材等
CarriRo（キャリロ）

本体重量：55㎏ 
外寸：幅61cm、奥行き91cm※ハンドル部含む99cm、荷台高さ24cm、高さジョイスティック先端まで96cm
動作温度：0℃～40℃　　　充電時間：２時間半　　　稼働時間：８時間
最大積載量：(FD・AD)150㎏　　　　　(AD+)200㎏　※平坦路のみ
牽引力：(FD・AD)250N 300㎏相当　　(AD+)600㎏相当

❶❷❸物流倉庫のピッキング作業や工場内の工程間配送などで導入が広がっている、自動運転技術を応用した物流支援
ロボットです。ジョイスティックを操作するだけで前後左右に走行するドライブモードや、ビーコンに反応し作業者や
親機に追従するカルガモモード、専用のランドマークを使った自律移動モードがあります。
❹Carriro AD+ はこれまでの 2 倍以上の可搬重量で、従来同様ハンドル搭載の台車タイプとパレット台車の下に潜り
込んで搬送するパレット積載タイプがあります。
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専用パレット台車への潜り込み搬送

ドライブモード カルガモモード 自律移動モード 備考：OptionとしてCarriRoピッピ（タブレット専用アプリ）、牽引アタッチメント、パトライト、専用棚、
　　　メンテナンス等がございます。

CarriRo HPサイトへ

CarriRo が既存の外部デバイス、システムとつながることによる、倉庫・工場内省人化が実現できます。
上記以外に④WMS 等の指示を元に最短ルートでの自律走行が可能になり、省人化と走行距離の削減に
つながる「最短ルート走行」、⑤CarriRo からDPS に指示を送り、該当エリアと数量を表示する仕組みの

「デジタルピッキング」で作業ミスをを防ぎ、効率化をはかるソリューションもございます。

カゴ台車養生プラダン with 抗ウイルスシート

素材：（プラスチック段ボール）PP　（ウイルスガードLP）PVC
サイズ：（装品）4.0mm厚×W1,975mm×H975mm
備考：原板はオリジナルサイズが可能

抗ウイルスシート「ウイルスガード LP」を貼り合わせたカゴ台車用の養生プラスチック段ボールです。
付着したウイルス等の活動を抑制し、荷物の運搬による拡散リスクを低減します。
プラダンなので軽量で、不要の際は折りたたむことが可能です。

（ウイルスガード LP→P44）

 有機合成系・練込
フィルム表面

JP0612409X0004H

ウイルスガード LP使用
SIAAマーク取得の抗ウイルス性シート使用。
付着したウイルス等の活動を抑制し拡散リスク
を低減します。

▲不要の際は折りたたみ可能

▲手を触れる場所のために
再剥離粘着シート付き

CarriRo Connect（キャリロ コネクト）

PLC※など外部機器とつながり、自動での牽引離脱やエレベ
ーター・リフターなどとの連携により、さらなる自動化省人
化を実現します。

※PLC：Programmable Logic Controller

現場で稼働しているCarriRoの運用の
可視化、機体状況の解析、複数台の
CarriRoへの指示など一元管理が可能
です。

搬送用途で使用しているCarriRoを
RFIDと連携することにより、夜間など
無人での棚卸しが可能になります。
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%89%A9%E6%B5%81%E8%B3%87%E6%9D%90%E7%AD%89&label=1&name=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%AD&id=323
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%89%A9%E6%B5%81%E8%B3%87%E6%9D%90%E7%AD%89&label=1&name=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%AD&id=323
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%89%A9%E6%B5%81%E8%B3%87%E6%9D%90%E7%AD%89&label=1&name=%E3%82%AB%E3%82%B4%E5%8F%B0%E8%BB%8A%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%80%E3%83%B3with+%E6%8A%97%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88+&id=340
https://www.zmp.co.jp/carriro


CT シート

素材：耐水紙/吸水ポリマー/PE 不織布
サイズ：20ft・40ftコンテナ用

CT シートは株式会社 MTI( 日本郵船グループ ) と共同開発した結露事故防止用シートで、コンテナ内の
天井に発生した結露による貨物の濡れ損を防止することができます。水蒸気を含んだ空気は通しますが､
結露した水は通さない構造になっています。また CT シートは補強材によって支えられており､吸水する
ことによってシート重量が増加しても大きく垂れ下がることはありません。

詳細はwebサイトへ

「CTシート」は、海上コンテナにおける、濡れ損事故の
最も大きな要因である、コンテナ天井面に発生した
結露水の落下対策に特化した結露事故防止シートです。
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CF油トリマン

素材：不織布 、紙 、 PE
サイズ：W75mm×Ｈ135mm～W450mm×Ｈ650mm
　　　　全５サイズ

海上船舶・一般作業・家庭での油漏れや、廃油を吸着し、クリーン
な環境を維持します。吸収材として牛乳パックを再利用している
リサイクル商品です。
海上用、陸上用、業務用と３タイプがございます。

質量：130g～150g
サイズ：パレットカバー、20ft・40ftコンテナ用

コンテナ・トラックの荷台や倉庫内に設置し、輸送時の温度を
常温（約0℃～35℃）に保ちます。

コンテナライナー

詳細はwebサイトへ

カーゴセーフエアーバッグ

素材：(本体)PE、紙　(バルブ)PP
サイズ：W600mm×H1,100mm～W1,000mm×H2,200mm
　　　　全6サイズ

コンテナ、トラック、列車輸送等、輸送荷物の荷崩れや、
衝撃保護することを目的とした製品です。

詳細はwebサイトへ

素材：高純度無水塩化カルシウム

EX-DRYはシリカゲル等の無機系吸着乾燥剤に比べ､５～７倍の
吸湿力があり、さらに初期吸湿能力に優れております。
吸湿時に化学反応を起こさない為安全性にも優れています。

EX-DRY（高性能乾燥剤）

詳細はwebサイトへ

素材：塩化マグネシウム

DryMax（海上コンテナ用乾燥剤）

DryMaxは｢にがり｣に含まれる成分と同じ塩化マグネシウムに
固形剤を加えた高性能乾燥材です。低湿度から高湿度の全ての
湿度領域で強力に脱湿します。防錆・防湿・結露防止・防カビ等
様々な用途にご利用いただけます。

ケース入数：20個入
ケース寸法：W340mm×H130mm×D260mm
ケース重量：15.7kg

リーファーロックはコンテナ内のT字レールを利用して簡単に
荷物のラッシングや板を固定できる器具です。

リーファーロック
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%89%A9%E6%B5%81%E8%B3%87%E6%9D%90%E7%AD%89&label=1&name=CT%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88&id=141
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%89%A9%E6%B5%81%E8%B3%87%E6%9D%90%E7%AD%89&label=1&name=%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0&id=142
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%89%A9%E6%B5%81%E8%B3%87%E6%9D%90%E7%AD%89&label=1&name=EX-DRY%EF%BC%88%E9%AB%98%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%B9%BE%E7%87%A5%E5%89%A4%EF%BC%89&id=144
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%89%A9%E6%B5%81%E8%B3%87%E6%9D%90%E7%AD%89&label=1&name=%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF&id=292
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%89%A9%E6%B5%81%E8%B3%87%E6%9D%90%E7%AD%89&label=1&name=CF%E6%B2%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%B3&id=143
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%89%A9%E6%B5%81%E8%B3%87%E6%9D%90%E7%AD%89&label=1&name=DryMax%EF%BC%88%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E7%94%A8%E4%B9%BE%E7%87%A5%E5%89%A4%EF%BC%89&id=140
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E7%89%A9%E6%B5%81%E8%B3%87%E6%9D%90%E7%AD%89&label=1&name=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC&id=312


養生資材等

■床･壁養生材
水に強く、汚れたら水洗いできます。「滑り止め加工」をしてあるので安全です。 樹脂製なので、耐衝撃性
に優れ、作業現場での床や壁の養生に最適です。繰り返し使用できます。

ブルーボード

素材：発泡PP
サイズ：厚3.0mm×W1,800mm×H900mm
　　　　厚1.5mm×W1,800mm×H900mm

■床･壁養生材
従来の養生材にコンパクト機能をプラス！折り曲げても切れにくい熱罫線加工です。1/4 サイズに折り畳む
ことができ、保管も運搬も省スペースです。滑り止め加工済み。

実用新案登録済俺ベニ

素材：発泡PP　厚1.5mm
サイズ：(折り畳み時）W450mm×H900mm
　　　　(最大サイズ）W1,800mm×H900mm

詳細はwebサイトへ
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カットエース　青

素材：PE
規格：幅50mm×長さ25m
梱包：30巻／ケース

手切れが良く、被着体への糊残りが少ない養生テープです。

素材：発泡 PE/弱粘着/剥離紙
サイズ：幅35mm×長さ10m×12巻　　　幅50mm×長さ10m×10巻
　　　　幅100mm×長さ10m×8巻　　　幅120mm×長さ10m×6巻
　　　　幅200mm×長さ10m×4巻　　　　　　　　
梱包：１本／梱包

■枠養生材
枠養生材再剥離タイプの粘着式養生材です。
柔らかい発泡ポリエチレンを使用しており、ドア枠や窓枠など
の複雑な形状にも簡単に養生できます。

のり付枠養生材

素材：発泡 PE
サイズ：高さ1,700mm
適用範囲：100mm～160mm

■枠養生材
軽くて柔軟性のある発泡素材です。簡単に接着できテープ止めも
不要です。水を吸わないので、屋外での使用にも適しています。

セーフティーカバー

素材：発泡 PP
サイズ：W730mm×H(200mm＋30mm)×D3mm

■階段養生材
階段の框と踏み板に沿う形状なので、カットする必要がありません｡
軽くて丈夫な樹脂製なので、水に強く屋外でも使用できます。

階段ガード

素材：発泡PE
サイズ：W200mm×H2,000mm×D7mm

■角養生材
角・出隅の養生に適しています。
軽くて柔軟性があり簡単に設置可能。水を吸わないので、屋外
の使用にも適しています。

EPコーナー

素材：PO（半透明シート）
サイズ：Aタイプ＝幅2m×長さ3m
            Bタイプ＝幅1m×長さ3m
            Cタイプ＝幅1m×長さ3m（ファスナー付）
梱包：1枚／梱包

自由に組み合わせてご使用できます。
マジックテープでシート同士をジョイントしますので、簡単に
気密性の高い間仕切りができます。

養生用間仕切りカーテン
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E9%A4%8A%E7%94%9F%E8%B3%87%E6%9D%90&label=1&name=%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89&id=271
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E9%A4%8A%E7%94%9F%E8%B3%87%E6%9D%90&label=1&name=%E4%BF%BA%E3%83%99%E3%83%8B&id=272
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E9%A4%8A%E7%94%9F%E8%B3%87%E6%9D%90&label=1&name=%E9%A4%8A%E7%94%9F%E7%94%A8%E9%96%93%E4%BB%95%E5%88%87%E3%82%8A%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%B3&id=282
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E9%A4%8A%E7%94%9F%E8%B3%87%E6%9D%90&label=1&name=%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC&id=277
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E9%A4%8A%E7%94%9F%E8%B3%87%E6%9D%90&label=1&name=%E9%9A%8E%E6%AE%B5%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89&id=279
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E9%A4%8A%E7%94%9F%E8%B3%87%E6%9D%90&label=1&name=%E9%A4%8A%E7%94%9F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97%28%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9%28%E9%9D%92%29%E3%80%81%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97%28%E7%B7%91%29%EF%BC%89&id=276
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E9%A4%8A%E7%94%9F%E8%B3%87%E6%9D%90&label=1&name=%E3%81%AE%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%8D%E9%A4%8A%E7%94%9F%E6%9D%90&id=278
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E9%A4%8A%E7%94%9F%E8%B3%87%E6%9D%90&label=1&name=EP%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC&id=273


内装建材について
当社のビジネスモデル　

【シート等メーカー・商社】
リケンテクノス、共和レザー、DNP、凸版印刷、
共和ライフテクノ(※)、サカエグラビヤ印刷、
中本パックス、DICデコール 等

佐々木合成、ハッポー化学工業、ポリマー化成、
タキロンシーアイ、パネフリ工業、三協化工、
カイダーベースボード工業 等

【部材等メーカー・商社】

(※) 旧日本グラビヤ工業

内装建材の三洋～シートから特注加工・工事まで
【オリジナル商品】 【協力加工工場】
ウイルスガードLP
モンブラン単色シート
モンブランエッジテープ
ユニット家具

スリット(小巻)加工工場
粘着・ラッピング加工工場
エンボス・ラミネート加工工場 等
家具・建具工場

● 各種シート・小口テープ・樹脂押し出し品

● （アフター）加工サービス

幅広いメーカーの各種シート・部材や40年のロングセラーオリジナル製品「モンブランエッジテープ、単色シート」、
抗ウイルス性機能シート「ウイルスガードLP」をご提供できます。

規格品では対応できない、スリット加工・裁断(小巻)加工・粘着加工・エンボス加工・ラミネート加工など、
お客様の様々なご要望にご対応いたします。

● （特注）家具・建具・造作材

● 納品・施工管理サービス

間取り(図面)に合わせた特注家具・特注建具・特注造作材をご提供できます。

施工管理技士5名、建具工事業 東京都知事 許可(般-28) 第145420号

三洋ができること

化粧板・ラッピング工場 等

家具・建具工場 等

造作材
製造工場 等

各種建築現場
(新築集合住宅、介護施設・店舗等非住宅、リフォーム・リノベーション 等)

○ シート提供
○ 化粧板 等 仕入

○ シート・化粧板・部材提供
○ 家具・建具 等 仕入

○ シート・押出品 等 提供
○ 造作材 等 仕入

○ シート・家具・建具
・造作材 等 提供
○ 養生材提供
○ 施工の管理
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工場工場
メーカー規格品からオリジナル商材ま

で最適な素材をご提供
メーカー規格品からオリジナル商材

まで最適な素材をご提供

① 幅広いメーカーの
　 各種シート・部材をご提供

② オリジナル商品

③ ご要望に応じた加工体制

三洋は70年間合成樹脂に携わった歴史の中、素材特性
を熟知し幅広いメーカーの製品を取り扱っています。

1956年国内初となる壁面用塩ビシート発売や1972年
国内初となるダブリングシートの開発などオリジナル製
品にも力を入れており、「モンブランエッジテープ・単色
シート」は40年以上のロングセラーです。また2016年に
は抗菌性も併せ持つ抗ウイルス性機能建材「ウイルス
ガードLP」の発売を開始しました。

スリット加工・裁断(小巻)加工・粘着加工・エンボス加工
・ラミネート加工等が充実していますので、規格品には
ないご要望は三洋にお任せください

① 据付家具・建具・造作材
間取り(図面)に合せた特注品をご提供いたします。

② 窓ガラス用ウインドウフィルム
遮光・飛散防止・防犯機能のあるフィルムで施工工事
まで承ります。

① 「ウイルスガードLP」
2016年に販売開始したオリジナル抗ウイルス性
機能建材「ウイルスガードLP」は、抗菌性も兼ね
備えた安心・安全のための建材です。シートで
のご提供の他、床材・腰壁材・壁紙もご提供いた
します。宮城県の幼児施設、東京都の病院、
岡山県の公共施設等で導入実績があります。

② その他抗菌・抗ウイルス製品
三洋では「ウイルスガードLP」以外に、各社の
抗ウイルス製品を取り揃えていますので、TPO・
ご予算に応じた様々な抗ウイルス性機能付与の
提案が可能です。

抗菌・抗ウイルス機能のある建築材
料で安心・安全をご提供

抗菌・抗ウイルス機能のある建築材料
で安心・安全をご提供

施設施設

住宅住宅
各種化粧板・集成材・造作材の他、

特注家具・特注建具をご提供
各種化粧板・集成材・造作材の他、

特注家具・特注建具をご提供
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https://www.sanyo-ltd.com/reason/kenzai.html


建築資材等
モンブラン　抗ウイルス性 機能シート　ウイルスガードＬＰ

詳細はwebサイトへ

素材：抗ウイルス配合 PVC 　　　仕上：木目６柄・クリア・白
備考：各種化粧版・ラッピング＆V カット枠材、エッジテープ・建具・家具 ( 建具工事 ) まで
　　　オーダーできます。

｢ウイルスガードＬＰ」とは SIAA を取得した抗ウイルス機能シートです。
関連商品として床材・壁紙などのご提供も可能です。

（SIAA について→P49）
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１．代表的なウイルスに優れた抗ウイルス
     効果を発揮

【抗菌製品技術協議会の「抗ウイルスSIAAマーク」取得】
・製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものでは
  ありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

 有機合成系・練込
フィルム表面

JP0612409X0004H

ウイルスガード LP
ＳＩＡＡマークはISO 21702法により評価
された結果に基づき、抗菌製品技術協議会
ガイドラインで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

２．抗ウィルス性機能を付与したフィルムを
     積層した構造で、活用可能範囲が広く、
     長期間効果が期待できる

３．光触媒不要で、光のない場所でも効果発揮

(※) 試験方法
　　　JIS Z ����
            「抗菌加工製品－抗菌性能試験方法・抗菌効果」に準拠

　　 試験結果
　　　 大腸菌、黄色ブドウ球菌にて抗菌活性値 �.�以上

（４） 難燃性～自己消火性樹脂

（３） 機械的安定性、耐久性、強度、耐薬品性に優れる

（２） 優れた加工性

（１）環境にやさしい素材

５．PVC樹脂の一般的な特性・特徴を維持

４．細菌に対する「抗菌性」も有する

①省資源
　石油消費は原料の内��％。PO系樹脂と比べてはるかに低い

②長寿命
　PVCの用途別耐用年数で�割以上は��年以上

③樹脂製造のエネルギー消費量：
　��.� MJ/kg （主要汎用樹脂中 No.�）

④低い環境負荷
　CO�＝�.�� Kg/Kg、NOx＝�.�� g/kg、SOx＝�.�� g/Kｇ
　（NOx、SOxは主要汎用樹脂中 No.�）

着色基材

木目印刷

抗ウィルス性 PVC フィルム

商品の特徴

ウイルスガートLPの用途

● 以下内装建材に使用する化粧板等

● 内装建材
　　建具、枠材、家具、手すり ( トイレ・階段 )、化粧棚、食器棚、 収納キャビネット
　　( トイレ・洗面所の収納キャビネットは水のかからない場所に設置するもの ) など

● ラミネート用

● エアーレス協粘着、再剥離粘着

● スリット、抜き加工品

● 屋外や半屋外向けの建材

● 水回り設備向け
   　浴槽、便器、浴室、洗面器、浴室手すり、キッチンカウンター天板など

(�) お勧めする用途

(�) お勧めできない用途

詳細はwebサイトへ

＜加工品＞ウイルスガード LP  家具・建具・枠材等

素材：ウイルスガードLP、芯材：合板・MDF等
種類：収納家具（下駄箱等）・棚板・床頭台等

ウイルスガード LP の M シリーズ化粧シートを使用した家具・建具・枠材等の製作を承っております。
また、製作だけではなく現場施工まで承っており、高齢者施設や幼児施設、不特定多数の人が集まる･暮らす
･利用する様々な場所での活躍が期待される抗ウイルス商材です。　　　　　　　　　　　　　

抗ウイルス性引き戸取っ手プロテクトシート

素材：(表層)抗ウイルス配合PVC/(裏層)建材用PVC/(粘着層)アクリル系粘着剤
サイズ：W110mm×H270mm

粘着加工・剥離紙付きで既存の取手や手摺に簡単に施工できる抗ウイルス性の取っ手カバーです。
クッション性があり手触り感も良いソフトタイプと、クッション性はありませんが取手に貼る際、空気が
抜けやすいエアーレス加工が施された一般タイプの 2 種類あります。
手軽に抗ウイルス環境を構築したい方に是非お勧めしたい製品です。
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 有機合成系・練込
フィルム表面

JP0612409X0004H

 有機合成系・練込
フィルム表面

JP0612409X0004H

https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E4%B8%89%E6%B4%8B%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E5%86%85%E8%A3%85%E5%BB%BA%E6%9D%90&label=1&name=%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89LP&id=182
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E4%B8%89%E6%B4%8B%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E5%86%85%E8%A3%85%E5%BB%BA%E6%9D%90&label=1&name=%EF%BC%9C%E7%89%B9%E6%B3%A8%E5%93%81%EF%BC%9E%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89LP%E3%80%80%E5%AE%B6%E5%85%B7&id=188
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E4%B8%89%E6%B4%8B%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E5%86%85%E8%A3%85%E5%BB%BA%E6%9D%90&label=1&name=%E6%8A%97%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%80%A7%E5%BC%95%E3%81%8D%E6%88%B8%E5%8F%96%E3%81%A3%E6%89%8B%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88&id=186


各種現場施工

建具・家具工事、壁面フィルム張り、ウインドウフィルム施工等材料販売から現場施工まで承ります。

飛散防止フィルム

素材：PET
備考：セキュリティタイプ、日射調整タイプ、装飾タイプ等も
　　　ございます。

このフィルムを施工しておくことで、ガラスが衝
撃を受けたときある程度ガラスの飛散を防ぐこと
ができます。
フィルムの販売から施工までお受けいたします。

親水フィルム

素材：PET

高い親水効果により、室内用途でも水を介しての汚染
除去やセルフクリーニング効果を発揮します。
防曇性、飛散防止、耐候性に優れています。

浴室ミラーに施工３ヶ月経過後の表面親水効果
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木製ウッドデッキと比較して、腐らず、退色が少ないです。
また、コインや指輪等がウッドデッキの下に落ちないように、
落下防止機能を付与しております。

素材：基材はPVC、ABS、PS等
備考：オリジナルの型も可能で、形状により化粧シートも貼ることが
　　　可能です。

複雑な形状のものを、金太郎飴のように長く作っていく成形方法
です。様々な金型がありますが、金型から成型も可能です。

素材：PVC等
サイズ：モンブランエッジテープは
　　　　厚0.5mm、幅12mmより
備考：スリット加工対応できます。

化粧板等の木口断面を隠して家具・建具などの意匠性を高める
仕上げ部材。「エッジテープ」とも言われています。写真の
モンブランエッジテープの他各社製品を取り揃えています。

素材：ABS樹脂基材
備考：巾木と共にお受けいたします。

巾木と巾木の接点で使用します。また巾木と同一柄でご用意する
ことが可能です。

遮熱塗料遮熱シート

異形押出製品樹脂製ウッドデッキ

コーナー巾木パッドカラー木口テープ

組成成分：アクリル特殊配合樹脂
塗装方法：刷毛・ローラー・吹付
塗布回数：2～3回
色調：白色

塗るだけで省エネ・快適環境になる遮熱塗料。魔法瓶効果で
夏でも冬でも室内の温度を維持します。

素材：アルミ含む多層構造
色：ベージュ・グリーン・ブルー
厚み：0.2mm

アルミホイル等で作製された反射材ではできなかった、屋外用の
遮熱シート。屋外施工なので、屋内での施工作業が難しい場所で
も導入できます。

鋼製束

PAT-���

PAT-���

PAT-���

PAT-���

PAT-���

PAT-���

PAT-���

※原料に木粉50％以上と合成樹脂を
　使用してあり、木の風合いと強度を
　持たせた製品で防滑効果も向上！

ウッドアールデッキ
（再生木）

根太

素材：木粉 50% 以上 / PP・PE
サイズ：高さ(100mm～700mm)　幅145mm　長さ(最大)2,000mm
色：チョコ・マロン・アイボリー
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&keyword=%E9%81%AE%E7%86%B1&cell004=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96&name=%E9%81%AE%E7%86%B1%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88&id=316&label=1
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E5%B0%8F%E5%8F%A3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97&label=1&name=%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E6%9C%A8%E5%8F%A3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97&id=318
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96&label=1&name=%E6%A8%B9%E8%84%82%E8%A3%BD%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AD&id=285
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&keyword=%E9%81%AE%E7%86%B1&cell004=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96&name=%E9%81%AE%E7%86%B1%E5%A1%97%E6%96%99&id=317&label=1
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E6%A8%B9%E8%84%82%E6%88%90%E5%BD%A2%E5%93%81&label=1&name=%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E5%B7%BE%E6%9C%A8%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89&id=231
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/search?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E6%A8%B9%E8%84%82%E6%88%90%E5%BD%A2%E5%93%81&label=1
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E7%AA%93%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E7%94%A8%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0&label=1&name=%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A6%E7%94%A8%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0+%E3%83%AA%E3%83%99%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9&id=219
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/search?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96&label=1
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E7%AA%93%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E7%94%A8%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0&label=1&name=%E8%A6%AA%E6%B0%B4%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0+%28%E3%83%AA%E3%83%99%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9TN-200%29&id=221


素材：ポリエステル

壁や床に使用する事で、高い吸音効果で反響音や雑音を減少させる
フェルトボード。断熱性も高く、冷暖房効率にも効果があります。

素材：珪藻土
サイズ：オリジナル形状が可能

吸水性や脱臭・消臭性に優れた珪藻土のバスマット・コースター
です。

素材：（芯材）合板・MDF
　　　（表面）化粧シート、ポリエステル化粧版、メラミン化粧版等
備考：表面材を安価な紙での対応も可能です。

造作材と同様に、集合住宅・店舗・病院等で使われております。
全て受注生産品で、取り付けまで対応しております。

素材：アルミ、樹脂等
サイズ：指定サイズ範囲でオーダーメイド可

アルミ製の建具です。色や意匠を変えられ、和室でも洋室でも
お部屋の雰囲気に合わせたデザインが可能です。

造作材・ドア枠・窓枠等置き床材

珪藻土バスマット・珪藻土コースターフェルメノン

アルミ建具建具・家具

素材：（芯材）合板・MDF等
　　　（表面）シートを貼った化粧版
備考：ラッピング材も対応しております。

Vカットと呼ばれる作り方で、集合住宅・店舗・病院等で使われて
おります。全て受注生産品です。

素材：PVC
備考：木目、抽象柄を取り揃えております。

裏面に滑り止め加工を施すことで、接着剤不要の施工が可能と
なっており、工期の短縮が図れます。OAフロアにも対応して
おります。
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「抗ウイルスSIAAマーク」について

「抗ウイルスSIAAマーク」とは
抗菌製品技術協議会(SIAA)は、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤
および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まって2008年にできた団体で、2019年7月から抗
ウイルス「SIAAマーク」(※)の運用を開始しました。(※) 抗ウイルス「SIAAマーク」はISO21702法により評価
された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
　「抗ウイルスSIAAマーク」を取得するには、①ISO21702法に基づく抗ウイルス性能、②抗ウイルス剤に関して
SIAAが定める安全性試験、のいずれもクリアする必要があります。

三洋が「抗ウイルスSIAAマーク」取得した背景
三洋は、数年前より70年に亘る合成樹脂の知見を活かし「目に見えない脅威」であるウイルスへの対策として、
主に高齢者施設や幼児施設ならびに、学校、病院等の公共施設に対し、安心・安全をお届けする「抗ウイルス・
トータルソリューション」を提案して参りました。
当社企業理念である「信頼こそ事業の礎」に基づき、提供している抗ウイルス関連製品が、皆さまからより一層
の信頼を頂けることを目的に、2020年3月にSIAAの正会員に加入し、前述の厳しい基準をクリアした製品
に「抗ウイルスSIAAマーク」を取得しています。

当社の「抗ウイルスSIAAマーク」取得商品例

有機合成系・練込
フィルム本体

JP0612409A0001Y

SIAAコード

JP0612409A0001Y

JP0612409A0002Z

JP0612409X0004H

マスクケース, 連絡袋, ハンドルカバー, ブックカバー他

マスクケース

ウイルスガードLP、
ウイルスガードLPを使用した建具・家具・枠材等

掲載ページ商品

P50,51

P50

P37,44,45

SIAAについてもっと詳しく→（SIAA抗菌製品技術協議会HP）https://www.kohkin.net/index.html

対ウイルス商品
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E5%BA%8A%E6%9D%90&label=1&name=Kuratetsu+Floor%28%E7%BD%AE%E3%81%8D%E5%BA%8A%E6%9D%90%29&id=261
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/search?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E5%AE%B6%E5%85%B7&label=1
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96&label=1&name=%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%8E%E3%83%B3&id=321
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/search?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E9%80%A0%E4%BD%9C%E6%9D%90&label=1
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E5%BB%BA%E5%85%B7&label=1&name=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%89&id=250
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%BB%BA%E6%9D%90&cell004=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96&label=1&name=%E7%8F%AA%E8%97%BB%E5%9C%9F%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E7%8F%AA%E8%97%BB%E5%9C%9F%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC&id=319
https://www.kohkin.net/index.html
https://www.kohkin.net/products/search/index.php/item?keyword_code=JP0612409A0001Y&cell003=%E6%97%A5%E7%94%A8%E5%93%81&cell004=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E6%97%A5%E7%94%A8%E5%93%81&name=%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%2C+%E9%80%A3%E7%B5%A1%E8%A2%8B%2C+%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%2C+%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BB%96&id=5102&label=1
https://www.kohkin.net/products/search/index.php/item?keyword_code=JP0612409A0002Z&cell003=%E6%97%A5%E7%94%A8%E5%93%81&cell004=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E6%97%A5%E7%94%A8%E5%93%81&name=%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&id=5151&label=1
https://www.kohkin.net/products/search/index.php/item?keyword_code=JP0612409X0004H&cell003=%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%BB%BA%E6%9D%90%2F%E8%A8%AD%E5%82%99&cell004=%E5%A3%81%E7%B4%99%E3%80%81%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%81%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%80%81%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC&name=%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89LP&id=5183&label=1


抗ウイルス加工剤を練り込み、SIAA の指定した安全性試験をクリアしたフィルムを使用した
マスクケースです。
マスクだけでなく、スマートフォンやハンカチ、ポケットティッシュ等の清潔な持ち運びにも役立ちます。

抗ウイルスマスクケース

素材：PVC等
サイズ：本体 W205mm×H110mm
　　　　パッケージ W120mm×H250mm

詳細はwebサイトへ

スマートフォンやタオル等
小物も収納できます！

有機合成系・練込
フィルム本体

JP0612409A0001Y

コンパクトに折りたたみが可能・軽量で持ち運びが便利です。
会議室やフリーアドレスの使用に最適｡机の形や仕切りたい場所に合わせて変幻自在。
透明窓部分には抗ウイルス、防炎生地を使用しております。

折りたたみ式パーテーション　MⅡ

素材：(本体)PP、(窓)PVC防炎･抗ウイルス生地
サイズ：(折りたたみ時)H630mm×W600mm　　　　(展開時)H630mm×W1,200mm 、左右W400mm
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透明パーテーション　

素材：PVC
サイズ：W650mm×H1,050mm×D250mm（最大時）

簡単に組み立てられるパーテーションです。
高さがあるので、立ってのご使用も可能です。
パーテーション下から荷物の受け渡しが出来るようになって
おります。

パーテーション下から荷物等の受け渡しが可能です。

素材：PET、天然ゴム

簡単に組み立てることのできるフェイスシールドです。
顔全体を覆うことが出来るので目や口を飛沫から防ぎます。
マスクと合わせてご使用ください。

フェイスシールド

素材：PP
サイズ：W280mm×H240mm

軽量のマスク取付タイプのフェイスシールドです。
フィルムのみなので組立がなく使用が簡単で、廃棄もしやすい
です。

素材：PVC等
サイズ：マルチケース W210mm×H270mm

抗ウイルス マルチケース・ブックカバー

有機合成系・練込
フィルム本体

JP0612409A0001Y

大切な資料や本を汚れ、飛沫から防ぐことが出来ます。
マルチケースは中が見えるのでそのまま閲覧することも可能です。
外出先で使用することによって、家の中に汚れ、飛沫を持ち込む
ことを防ぎます。

素材：PVC
サイズ：(A3カット品)　本体　A3×3枚
　　　　　　　　　　　パッケージ　W310mm×H475mm
　　　　(ロール品)　　 本体　3m　厚み0.2mm　約970mm巾
　　　　　　　　　　　パッケージ　W100mm×H1,110mm

なんでもシート（A�カット品・ロール品）

自在にカットして使用が出来る抗ウイルス仕様のシートです。
A3カット品は小物、ボタン等のカバーに、ロール品は服やカバン
のカバーや飛沫防止カーテンにご利用できます。

軽量簡単 使い捨てタイプ　フェイスシールド

テリッパ

素材：（本体）PVC　（マグネット）フェライト磁石
サイズ：W92mm×H31mm

本商品は、両手を使うことなく片手で操作できるマグネット
クリップです。マスクやハンカチ等の対象物を薄手の衣類の
裾やバッグなどに取り付けてご使用できます。

ロール品ロール品

衣類や鞄にかぶせるだけで清潔に保管、

飛沫防止カーテンにも使用出来ます。

A 3 カット
( 3 枚入)

小物類のカバーとして清潔に保管出来ます。

有機合成系・練込
フィルム本体

JP0612409A0001Y

有機合成系・練込
フィルム本体

JP0612409A0001Y
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%AF%BE%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%95%86%E5%93%81&label=1&name=%E6%8A%97%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&id=325
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%AF%BE%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%95%86%E5%93%81&label=1&name=%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%BF%E5%BC%8F%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%80M%E2%85%A1&id=351
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%AF%BE%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%95%86%E5%93%81&label=1&name=%E9%A3%9B%E6%B2%AB%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%8A%97%E8%8F%8C%E9%80%8F%E6%98%8E%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%EF%BC%88%E4%BB%95%E5%88%87%E3%82%8A%EF%BC%89&id=333
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%AF%BE%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%95%86%E5%93%81&label=1&page=2&name=%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89&id=334
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%AF%BE%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%95%86%E5%93%81&label=1&name=%E6%8A%97%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&id=326
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%AF%BE%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%95%86%E5%93%81&label=1&name=%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91&id=352
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%AF%BE%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%95%86%E5%93%81&label=1&page=2&name=%E8%BB%BD%E9%87%8F%E7%B0%A1%E5%8D%98%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%8D%A8%E3%81%A6%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89&id=329
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E5%AF%BE%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%95%86%E5%93%81&label=1&page=2&name=%E6%8A%97%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%88A3%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E5%93%81%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%93%81%EF%BC%89&id=327


本製品は、手術中の 体圧負担を軽減 させる事を目的に
開発した体位固定具です

体圧負担を軽減

※本製品は国立がん研究センター東病院様との共同研究を基に㈱三洋と日本ケミカル工業㈱が開発・製造・販売をするものです。

国立がん研究センター東病院 様
日本ケミカル工業㈱ 様

共同開発品

※国立がん研究センター東病院様模擬手術室にて撮影

保持力を高める、滑らかに体の凹凸に沿わせる為、
小粒子ビーズ（Φ�.�~�.�mm）を採用

ビーズ

高機能ウレタン層

陰圧ビーズ層

表生地：薄く柔らかい

裏生地：厚く頑丈

上面

下面

本体断面図 仕様

カチッ

バルブポケット

バルブ

バックル

本製品は側臥位手術用の陰圧式 体位固定具です。上面には体圧分散の為の高機能ウレタン層を設け、
下面の陰圧ビーズ層は重袋構造にする事でビーズの大きな偏り・底突き・外皮破損時のビーズ飛散を解消。
ビーズが充填してある内袋にはパイプ状のニット編地を採用し、ビーズの劣化が抑制できることで今まで
より長期間の繰り返し使用が可能です（当社比較）。

素材：(表皮・チューブ)：エーテル系TPU、(バルブ・バックル)：ポリアセタール、(ベルト・ビーズ内袋)：ポリエステル、
　　　(ベルト座生地)：ナイロン・TPU
サイズ：W930×L900mm
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株式会社三洋 東京メインオフィス・大阪オフィス・八尾工場にて認証取得
陰圧式体位固定マットの製造において認証取得

ISO����� 取得済

医療・介護・衛生用品等
手術用 陰圧式体位固定具 （側臥位用）

フレキシブル・ホルダー（NL シリーズ）は、動物病院向けに様々な手術目的に合わせた体位保定を、迅速
且つ適切に行える事を目的として開発された固定器具です。僅かな陰圧操作により素早くマットを造形し、
希望する体位に固定する事が可能です。

従来品との比較
・固定状態（陰圧成形）とソフトマット（陰圧無し）状態の繰り返し作業が、
　楽に行えます。
・極めて堅牢で、補修も簡単です。
・薄手で軽量である為、楽に持ち運びが出来、保管に場所を取りません。
・柔軟で優れた防水性を有している為、繰り返しの洗浄に適し、
　常に清潔度を保つ事が出来ます。
・断熱性 / 保温性に富んでいる為、動物の保護マットとしても使用できます。

体位固定具は、様々な手術・治療・介護等の目的に合わせ、迅速且つ適切に体位を固定することを目的とし
て開発されたマットです。陰圧操作により素早くマットを造形し、希望する体位に固定する事が出来ます。

陰圧式体位固定具 （画像診断・放射線用）

素材：(外袋)：TPU、(内袋)：ポリエステル、(発泡ビーズ)：ポリスチレン、
　　　(チューブ)：TPU・PVC、(カップリング)：ポリアセタール

FLEXIBLE－HOLDER　(NL SERIES)　　動物用

素材：(外袋)：TPU、(内袋)：ポリエステル、(発泡ビーズ)：ポリスチレン、
　　　(チューブ)：TPU・PVC、(カップリング)：ポリアセタール

重袋構造

使用例（放射線治療）

本製品の特徴
・重袋採用（外袋 + 内袋での陰圧式固定具）
・外袋破損時でも内袋が有る為、ビーズが飛散しない
・内袋が有る為ビーズが偏らず、使用前の医療従自者
  によるビーズ馴らし作業軽減
・内袋が有る為、荷重による底突き無し

使用用途
・手術時の体位固定
・がん患者への放射線治療
・MRI・CT 撮影時の体位固定
・介護施設・病院のリハビリテーション等で車椅子
  座位保持
・救急車等での患者・負傷者搬送

フレキシブル・ホルダー　造形＆手術画像
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https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%83%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E9%99%B0%E5%9C%A7%E5%BC%8F%E4%BD%93%E4%BD%8D%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E5%85%B7%28%E6%89%8B%E8%A1%93%E7%94%A8%29&id=348
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%83%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E9%99%B0%E5%9C%A7%E5%BC%8F%E4%BD%93%E4%BD%8D%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E5%85%B7%28%E7%94%BB%E5%83%8F%E8%A8%BA%E6%96%AD%E3%83%BB%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E7%94%A8%29&id=347
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%83%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%EF%BC%88%E5%8B%95%E7%89%A9%E7%94%A8%E4%BF%9D%E5%AE%9A%E5%99%A8%E5%85%B7%EF%BC%89&id=294


車椅子のフットレストによる外傷を防止するカバーです。患者様に安心して使っていただけるよう、やわらかさ
にこだわりました。フットレストにはめるだけのため、取付け・取り外しも簡単にしていただけます。
屋内だけでなく屋外でも使用可能です。フットレストのサイズに合わせて 2 種類のサイズをご用意しております。

最先端医療機関と共同開発を行った車いす用の座位補正マットです。座った時に上体をまっすぐに
保てない方の姿勢を補正する装置です。空気を抜くだけで簡単に長時間固定をすることが可能です。固定も
簡単に解除できるため、繰り返し使用していただけます。

車いす座位補正マット

素材：(外袋)：TPU、(内袋)：ポリエステル、(発泡ビーズ)：ポリスチレン、
　　　(チューブ)：TPU・PVC、(カップリング)：ポリアセタール、(カバー素材)：ポリエステル

べんけいガード（フットレストカバー）

素材：PVC、ウレタン
サイズ：(スタンダードサイズ) W160mm×H45mm×D180mm
　　　　(ラージサイズ)　　　 W185mm×H45mm×D185mm

しっかり固定邪魔にならない

介護用医療用
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内容量：280ml・500ml・1Ｌ・4Ｌ・18Ｌ
備考：ノベルティー用に100mlサイズも可能です。
　

バイオエキス(酵素)の力で消臭。介護現場等の消臭等で使用で
きます。本品は乳酸菌・酵母菌等、腐敗菌とは対極にある有用
微生物群を特殊な方法で培養したものです。介護現場やペット
・台所等の腐敗臭に直接持続的に作用します。

内容量：500ml・1L・5L・18L 

乳酸菌・酵母菌等の有用微生物群で出来た液体たい肥で、連作の
障害等を解決します。本品は優れた抗菌活性力(悪玉菌を減らし
善玉菌を増殖させる力)を有しており、土壌中で健康で病気に強
い植物に育てます。

成分：次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸、水
内容量：100ml・300ml・500ml・1000ml・5L・10L・20L　

塩素濃度50ppm、ph6.5で安定した状態の、優れた除菌・ウイルス
不活性化効果のある除菌水。安全性が高く、未開封の状態で製造日
から６か月間は効果が持続します。市場や空港設備、食品加工工場
などで導入されています。

内容量：300ml・1Ｌ・10Ｌ・20Ｌ
備考：ノベルティ用に100ml サイズも可能です。

プレミアムスーパーパサットル洗浄マット

いきかえる大地においナッシー

モンブランS抗ウイルス性除菌水EVARY

成分：アクリル酸重合体部分ナトリウム塩架橋物、
　　　アルミノケイ酸塩、シトラスオイル、
　　　Agイオンゼオライト
内容量：150g

安心安全の汚物処理パウダーです。Agイオンゼオライトが汚物
の水分に作用し、消臭しながら細菌やウイルスを吸収・不活性化
します。ノロウィルスなどの対策や嫌な片付け等に活躍いたし
ます。

素材：(外袋)：TPU、(内袋)：ポリエステル、(発泡ビーズ)：ポリスチレン、
　　　(チューブ)：TPU・PVC、(カップリング)：ポリアセタール

介護時や術後等に様々な部位を洗浄する際の体位固定をして
いただけます。ビーズが充填されていない部分は、水の誘導
や水溜にもなります。

水と食品添加物(1%)でできた人に優しいアルカリクリーナーです。
界面活性剤を使用していないので、水での洗浄と同じく冷蔵庫
や電子レンジ等洗剤を使用したくない場所へも安心して使用して
いただけます。

詳細はwebサイトへ

55

医
療
・
介
護
・
衛
生
用
品
等

https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%83%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E8%BB%8A%E3%81%84%E3%81%99%E5%BA%A7%E4%BD%8D%E8%A3%9C%E6%AD%A3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88&id=313
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%83%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E3%83%95%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC+%E3%81%B9%E3%82%93%E3%81%91%E3%81%84%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89&id=314
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%83%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E6%B4%97%E6%B5%84%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88&id=315
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%83%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E6%8A%97%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%80%A7%E9%99%A4%E8%8F%8C%E6%B0%B4EVARY&id=148
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%83%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&page=2&name=%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%83%8A%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%BC&id=151
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%83%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%91%E3%82%B5%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AB&id=149
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%83%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&name=%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3S&id=150
https://www.sanyo-ltd.com/product/index.php/item?cell003=%E5%8C%96%E6%88%90%E5%93%81&cell004=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%83%BB%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%94%A8%E5%93%81%E7%AD%89&label=1&page=2&name=%E3%81%84%E3%81%8D%E3%81%8B%E3%81%88%E3%82%8B%E5%A4%A7%E5%9C%B0&id=152


Fabric　Sales　Section

　1978 年創業以来品質の良い日本製の革にこだわり、時代とともに移りゆく顧客
ニーズに迅速かつ柔軟に対応し、良質な製品を低コストかつ短い納期でお届けして
おります。また皮革の販売だけでなく、大手アパレル製品をはじめ、テレビ通販、
企業の記念品、販促グッズ、イベントグッズなどの製品企画製造も行っております。
お客様とのご縁を大切に、長くお付き合いさせて頂けるようこれからも取り組んで
参ります。商品紹介に載っていない革や色も取扱っておりますのでお気軽にお問合せ
ください。　

　牛や豚など、革製品として広く流通している動物に関して､皮を取るために殺すことは
禁止されています｡その多くは食肉加工過程の副産物か､一部､病死や寿命で亡くなって
しまった動物が利用されます。そのため、動物を余すことなく利用するという観点では、
皮革としての利用はエコだと言う事ができます｡またエヌ・コバヤシでは LWG※ 認証を
日本で唯一取得しているタンナーとの取引もございます｡また PU 合皮･PVC 合皮を始め､
アップルやサボテンを原料としたヴィーガンレザーやリサイクルレザーの取扱いも開始
いたしました。

※ LWG … レザーに対する品質や安全性、環境問題等の啓蒙活動を行っている国際団体で、環境への配慮・規制物質
の使用禁止による安全性・工場内の設備レベル・原料から最終工程までのトレーサビリティーなど、厳重な審査に
基づく審査基準。

Real　Leather

Company

商号 ────── 株式会社 エヌ・コバヤシ（三洋グループ会社）
住所 ────── 〒123-0855 東京都足立区本木南町 18-4
事業内容 ──── 皮革卸、販売、アパレル・ファッション雑貨の企画製造

　自社工場で原皮およびウェットブルーから再鞣しと染色･加脂を
行った革素材を表面積の 60％以上に使用し、排水処理までを適正
に行なっている国内のタンナーで製造した革製品にだけこのタグを
付けることができます。ものづくりへの姿勢はもちろん、適正な
排水処理を行っていることや、皮を無駄にしたくないという思いなど、
環境や社会への配慮の印でもあります。エヌ・コバヤシではこの
タグを付けることができる革の取扱いもあります。

Commitment

JLP タグ

皮革部

皮革製品
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豚革は、牛革より軽くて通気性が良く、摩擦に強い丈夫な革で
す。3つの毛穴が固まって模様となっているのが特徴で、日本で
唯一飼育から加工、製品化までを国内で自給できる革です。

植物の破棄される部分を使い、人工的に皮革の繊維構造を再現
したサステナブルな素材です。柔らかく軽い上に、水にも強い
という特徴があります。エヌ・コバヤシではアップルやサボテン
を使ったヴィーガンレザーを取扱っております。

一般的には衣料用革を指し、主にクロム鞣しで作られた非常に
柔らかく軽量で、適度なストレッチ性が特徴であり、特に染料
仕上げでは風合いや感触が楽しめる革です。　　　　　　　　
　　　　　　

日本エコレザー基準（JES)に適合した、環境や人に配慮して生産
された天然皮革です。環境に配慮しながら、本革特有の経年変化
や質感、風合いも楽しむことができるのが特徴です。

ソフトレザー本ヌメ革（生成）

ヴィーガンレザー豚革

エコレザーガーメント革

クロム鞣しで作られた軽くて柔軟で保存性、耐熱性が良いのが
特徴の革です。エヌ・コバヤシではより良い風合いや性状を
生み出し単独鞣しの欠点を補えるコンビネーション鞣しで作製
された革を取扱っております。

タンニン鞣（なめし）され、表面加工を行なっていないヌメ革
は本革本来の匂いや手触りを感じることができ､エイジングを
楽しめる、とても魅力的な革です。
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https://www.sanyo-ltd.com/media/2022/08/22/81


革の風合いがシックなコンパクトな財布です。 革で作られたシンプルなイヤホンクリップです。
イヤホンを綺麗にまとめることが可能です。

イヤホンクリップコインケース・財布

color： color：

Manufacturing　Section 製品部

LEATHER GIFT ＆ NOVELTY
made in japan

高品質 日本の熟練の職人が一つ一つ丁寧に製作いたします。

低価格 材料から製品までを一貫することで数十円～のアイテムも
ご提供可能です。

短納期 最短で約 2週間程で納品可能です。
国内生産の強みを活かし効率よくクイックに製品を仕上げます。

��

��

��

皮革部が皮革本体を販売する部門に対して、製品部はお客様からのご要望を形にし製品となったものを販売する部門と
なります。
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時計や、アクセサリー等を用途に応じて使い分けができるトレイ
です。

内部には補強を施しており、男女兼用でご利用が可能です。

裏面には豚革を使用し、実用性と高級感を併せ持つマウスパッド
です。

名刺入れだけでなくカードケースとしても使用ができて、幅広く
利用可能なケースです。

ペンケースブックマーク

グラスケーストレイ

ネームカードホルダーマウスパッド

使い勝手の良いサイズ感で仕上げた。底にマチのある自立する
デザインのペンケースです。

本革の風合いをそのままにシンプルでリーズナブルな革栞です｡

color： color：

color： color：

color： color：
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2023年2月現在

東京メインオフィス

大阪オフィス

仙台オフィス

広島オフィス

福岡オフィス

八尾工場

上海駐在員事務所

〒103-0002　東京都中央区日本橋馬喰町1-13-14
TEL 03-3663-6161（代）6171（代）6181（代）

〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場1-16-4
TEL 06-6264-5871（代）

〒984-0042　宮城県仙台市若林区大和町3-10-10
TEL 022-239-5571（代）

〒733-0034　広島県広島市西区南観音町6-1
TEL 082-292-5185（代）

〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東3-12-1 アバンダント95  7F
TEL 092-441-5505（代）

〒581-0814　大阪府八尾市楠根町5-6-1
TEL 072-996-9922

上海市普陀区岚皋路567号品尊国际中心ビルB棟1101室
TEL 86-21-2221-8260

東京メインオフィス 外観大阪オフィス 外観

https://www.sanyo-ltd.com/index.html
https://www.sanyo-ltd.com/company_info/office.html
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