
オリジルノベルティ制作
パンフレット

※名入れはデザインごとに別料金となります。
※時期によっては商品・価格・納期が変動する可能性もございます。

Seven Plus Co.,Ltd.

株式会社セブンプラス



ウッド調置き時計
プラスチックに木目調のデザインを施した置き時計です♪

置く場所を選ばないこの商品は、絶大な販促効果をもたらします☆

January

商品概要 
■価格  ：800円 
■サイズ  ： Ø156×D38 mm
■カラー  ：ダークブラウン・ライトブラウン
     ※２色取り混ぜになります
■材質  ：フレーム/ポリスチレン 
 　     盤面/ポリプロピレン 
 　      針/アルミ 
 　      カバー/ガラス 
 　      台座/ポリスチレン
■名入れ箇所 ：正面ガラス
■最低ロット数 ：48個
■納期  ：14日
■梱包  ：化粧箱入り



February

チョコレート
シックな黒のハート型のケースに入ったバラエティ豊かな3種類のチョコレート★
最近では、女性が貰う“逆チョコ”も流行っているバレンタイン限定商品です♪

マグカップ
ティーブレイクにちょうどいいサイズのマグカップです♪

長く使っていただける商品になります★

■価格  ：750円 
■サイズ  ：W82×H82×D40 mm
■最低ロット数 ：20箱
■納期  ：10日
■賞味期限 ：90日間（常温）

■価格  ：450円 
■サイズ  ： W92×H73×D73 mm  　約200ml
■カラー  ：アイボリー、ホワイト
■材質  ：ストーンウェア
■名入れ箇所 ：側面
■最低ロット数 ：30個
■納期  ：14日 
■梱包  ：紙箱



March

フォトフレーム
縦横兼用のシンプルなアルミフォトフレーム★

卒業記念や創立記念などの各種記念品に人気の商品です♪

■価格  ：650円

 ■サイズ  ： W110×H149×D8 mm 

■カラー  ：黒、白、シルバー

■材質  ：アルミ、紙、他

■名入れ箇所 ：正面フレーム上部または下部

■最低ロット数 ：24 個

■納期  ：14 日



April

キーホルダー
メタリックでシックなテイストが大人っぽいキーホルダーです★
シルバー&ブラックのアルミフェイスは、どんなロゴでも映えます♪

タンブラー
ホットもアイスも飲みごろがキープできる真空二重構造の

真空ステンレスタンブラーです★
オフィスや自宅でのマイタンブラーとしてお使い頂けます♪

■価格  ：750円 
■サイズ  ：Ø79×H147mm / 450ml
■カラー  ：シルバー
■材質  ：ステンレス
■名入れ箇所 ：側面（W30×H40mm）
■最低ロット数 ：72個  　※バラ売りは応相談となります
■納期  ：14日
 ■梱包  ：化粧箱

■価格  ：380円 
■サイズ  ：W30×H40×D7mm
  　キーリンング（35mm）
■カラー  ：黒、シルバー
■材質  ：アルミ他
■名入れ箇所 ：パッドレザー（W15×H15mm）
■最低ロット数 ：200個
■納期  ：14日 
■梱包  ：白箱入り



May 

トートバッグ
シンプルなデザインでターゲットを選ばないキャンバストートバッグです★

丈夫な素材でたくさん収納可能な商品です♪

メッシュポーチ
中身が見えて便利な機能派メッシュポーチです★

旅行はもちろん普段使いまで、幅広いシーンで活躍してくれます♪

■価格  ：480円 
■サイズ  ：Ｗ300×H210×Ｄ100mm
■カラー  ：ブラック、アイボリー
■材質  ：キャンバス
■最低ロット数 ：100
■納期  ：14日

■価格  ：500円
 ■サイズ  ：W130×H170×D50mm
■カラー  ：ゴールド、シルバー(2色アソート)
■材質  ：ナイロンポリエステル混
■名入れ箇所 ：W50×H15mm
■最低ロット数 ：200
■納期  ：14日
 ■梱包  ：PP袋



June

折り畳み傘
ドーム型が体をすっぽり包み込む折りたたみ傘です★
UVカット効果98%で春雨兼用となっています♪

両面コンンパクトミラー
携帯に便利な両面鏡付きコンパクトミラーです★
細かいところも見える便利な拡大鏡付♪

■価格  ：1500円 
■サイズ  ：親骨530mm
 　 折りたたみ時250mm
■カラー  ：ネイビー、ブラック、ピンク
■材質  ：ポリエステル・スチール 他
■名入れ箇所 ：本体、傘袋
■最低ロット数 ：40個
■納期  ：14日 
■梱包  ：OPP袋

■価格  ：550円
 ■サイズ  ：Ø69×D12mm
■カラー  ：ホワイト、ピンク、ブラック
■材質  ：ABS、ガラス　他
■最低ロット数 ：144
■納期  ：14日 
■梱包  ：PE袋

■価格  ：450円 
■サイズ  ： W92×H73×D73 mm  　約200ml
■カラー  ：アイボリー、ホワイト
■材質  ：ストーンウェア
■名入れ箇所 ：側面
■最低ロット数 ：30個
■納期  ：14日 
■梱包  ：紙箱



July

うちわ
完全オリジナルデザインのうちわです★

イベント時に配るノベルティなどに最適です♪

ハンドタオル
普段使いにピッタリの定番サイズのハンドタオルです★

ポリエステルの細い繊維を使用し、ソフトな肌触りになっております♪

■価格  ：180円 
■サイズ ： W195×H280mm
 　 W243×H345mm
■カラー  ：無地
■材質  ：紙
■名入れ箇所 ：全体（オリジナルデザイン可）
■最低ロット数 ：300
■納期  ：14日
※その他、丸タイプや扇子の取り扱いもございます。

■価格  ：170円 
■サイズ  ：W200×H200 mm
■カラー  ：ホワイト（無地）
■材質  ：ポリエステル
■名入れ箇所 ：全体
 　   シルク印刷/W70×H70mm
 　   昇華転写/W200×H200mm
■最低ロット数 ：200枚
■納期  ：20日



August

ジャー（ストロー付き）
レトロでお洒落なガラス瓶ジャーです★

ストローを挿してドリンクジャーとして使用したり、蓋をすれば保存容器にもなり、
アイデア次第で使い道は無限大です♪

■価格  ：480円

 ■サイズ  ：Ø65×H140mm

■カラー  ：単色

■材質  ：本体/ガラス、蓋/ブリキ

■名入れ箇所 ：側面（30×30mm）

■最低ロット数 ：36個

■納期  ：14日

 ■梱包  ：化粧箱入り



September

携帯スリッパ
旅行や行事に重宝する携帯スリッパです★

爽やかなイメージのストライプ柄のスリッパは、持ち運びに便利なポーチ付きです♪

■価格  ：300円 

■サイズ  ：約260mm（フリーサイズ）

■カラー  ：グレー・ライトブルー・ブラック

■材質  ：スリッパ／綿・ポリエステル混・EVA

 　   ポーチ／ポリエステル

■名入れ箇所 ：ポーチ（W90×H70mm）

■最低ロット数 ：180個

■納期  ：14日



October

ミントケース
携帯に便利なフリスクが入るミントケースです★

一度使って頂ければ長期販促効果が見込める商品です♪

ステンレスボトル
保温・保冷効果に優れたステンレスボトルです★

お出掛けやスポーツの時に使用できる丈夫で長く使える商品です♪

■価格  ：500円 
■サイズ  ：H32×W70×D11mm
■材質  ：真鍮、ニッケルメッキ
■名入れ箇所 ：全体（H31×W69mm）
■最低ロット数 ：300個
■納期  ：約3週間 
■梱包  ：OPP袋入り

■価格  ：580円
 ■サイズ  ：Ø73ｘ245mm / 600ml
■材質  ：ステンレス・ポリプロピレン
■名入れ箇所 ：側面（W20ｘH55mm）
■最低ロット数 ：60個
■納期  ：14日 
■梱包  ：化粧箱入り



November

ブランケット
携帯・収納に便利なベルト付きブランケットです★

マジックテープ式のベルトをブランケットの穴に通してエプロンのように腰に巻くこともできます♪

■価格  ：580円 

■サイズ  ：800×600mm

■カラー  ：ネイビー　ブラウン　

■材質  ：ポリエステル

■最低ロット数 ：80個

■納期  ：14日

 ■梱包  ：透明袋　



December

卓上カレンダー
年末年始のノベルティの定番品、国産杉材を土台にした卓上カレンダーです★
木の土台部分には焼印またはシルク印刷でオリジナル名入れが可能です♪

■価格  ：450円 

■サイズ  ：カレンダー：H80×W200mm

 　 土台：w200×D25×H10mm

■材質  ：エコ間伐紙、杉

■名入れ箇所 ：土台（焼印、シルク印刷）

■最低ロット数 ：500

■納期  ：30日 

■梱包  ：OPP袋入


