
T-shirt DRYor COTTON

TOTE BAG

CUSION COVER

ワッペン・名入れ、
ロゴ刺繍 承ります！

速乾 吸汗性抜群のメッシュ素材！軽さと通気性が魅力。
ドライ Tシャツ

○サイズ：S/M/L/XL
○納品価格：¥1,200～
○参考上代：¥3,000
○印刷範囲：幅 260x 高さ 380mm
○素材：ポリエステル 100％

※白インクでの
　プリントはできません。
※オプションで
　追加プリント可能です。

※詳細はお問合せください。

備考

ドライ Tシャツ ( ジュニアサイズ )
○サイズ：100/120/140
○納品価格：¥1,100～
○参考上代：¥2,500
○印刷範囲：幅 220x 高さ 250mm
○素材：ポリエステル 100％

COLOR VARIATIONS

※詳細はお問合せください。COLOR VARIATIONS

※詳細はお問合せください。
COLOR VARIATIONS

※詳細はお問合せください。
COLOR VARIATIONS

※詳細はお問合せください。COLOR VARIATIONS

男女問わず使えるナチュラルテイスト。
トートバッグ 

ランチサイズ ( 生成 )
○サイズ：本体 300x200x100mm　持ち手 約 25x290mm
○納品価格：¥900～
○参考上代：¥1,800
○印刷範囲：幅 150x 高さ 100mm
○素材：コットン (370g/m2)

ショルダーサイズ ( 生成 )
○サイズ：本体 360x370x110mm　持ち手 約 25x560mm
○納品価格：¥1,100～
○参考上代：¥2,500
○印刷範囲：幅 250x 高さ 200mm
○素材：コットン (370g/m2)

ランチサイズ ( カラー )
○サイズ：本体 300x200x100mm　持ち手 約 25x290mm　○納品価格：¥950～
○参考上代：¥1,850　○印刷範囲：幅 150x 高さ 100mm　○素材：コットン (370g/m2)

ショルダーサイズ ( カラー )
○サイズ：本体 360x370x110mm　持ち手 約 25x560mm　○納品価格：¥1,200～
○参考上代：¥2,800　○印刷範囲：幅 250x 高さ 200mm　○素材：コットン (370g/m2)

綿 Tシャツ
○サイズ：S/M/L/XL
○納品価格：¥1,200～
○参考上代：¥3,000
○印刷範囲：幅 260x 高さ 380mm
○素材：綿 100% (※ミックスグレーは綿 90%/ ポリエステル 10%)

※各色対応 ( フルカラー対応 )。
※オプションで追加プリント可能です。

備考

洗濯に便利な取外し式カバー。ヌードクッション付き！
クッションカバー

クッションカバー 小
○サイズ：300x300mm
○納品価格：¥1,500～
○参考上代：¥3,480
○印刷範囲：幅 250x 高さ 250mm
○素材：ポリエステル 100%

クッションカバー 大
○サイズ：450x450mm
○納品価格：¥2,000～
○参考上代：¥3,980
○印刷範囲：幅 250x 高さ 250mm
○素材：ポリエステル 100%

綿 Tシャツ ( ジュニアサイズ )
○サイズ：100/120/140
○納品価格：¥1,100～
○参考上代：¥2,500
○印刷範囲：幅 220x 高さ 250mm
○素材：綿 100% (※ミックスグレーは綿 90%/ ポリエステル 10%)

※各色対応 ( フルカラー対応 )。
※オプションで追加プリント可能です。

備考

綿ロン Tシャツ
○サイズ：S/M/L/XL
○納品価格：¥1,500～
○参考上代：¥3,000
○印刷範囲：幅 260x 高さ 380mm
○素材：綿 100% (※ミックスグレーは綿 90%/ ポリエステル 10%)

※各色対応 ( フルカラー対応 )。
※オプションで追加プリント可能です。

備考

10.0oz ジップパーカー
○サイズ：S/M/L/XL
○納品価格：¥2,500～
○参考上代：¥5,800
○印刷範囲：幅 260x 高さ 380mm
○素材：綿 100% 

※各色対応 ( フルカラー対応 )。
※オプションで追加プリント可能です。

備考

10.0oz プルオーバーパーカー
○サイズ：S/M/L/XL
○納品価格：¥2,500～
○参考上代：¥5,800
○印刷範囲：幅 260x 高さ 380mm
○素材：綿 100% 

※各色対応 ( フルカラー対応 )。
※オプションで追加プリント可能です。

備考

フタ付きサーモスタンブラー
○サイズ：Φ68x190mm 容量 450ml
○納品価格：¥1,980～
○参考上代：¥3,500
○印刷範囲：幅 150x 高さ 80mm
○素材：ステンレス 他
保温保冷あり

※転写模様が薄めにプリントされます。

※ロットによって色、サイズ、形、大きさに個体差があります。予めご了承ください。

※写真はイメージです。印刷範囲等の参考に ご覧ください。

箱付き

アルミマウンテンボトル
○サイズ：Φ65x150mm 容量 320ml
○納品価格：¥980～
○参考上代：¥1,800
○印刷範囲：幅 700x 高さ 80mm
○素材：アルミ、スチール

ステンレス カフェボトル
○サイズ：Φ60x175mm 容量 300ml
○納品価格：¥1,800～
○参考上代：¥3,000
○印刷範囲：幅 100x 高さ 80mm
○素材：ステンレス、ABS 樹脂、ポリプロピレン

ハーフジョッキ (クリア )
○サイズ：Φ80x 高さ 95mm
○納品価格：¥980～
○参考上代：¥1,980
○印刷範囲：幅 200x 高さ 85mm
○素材：ガラス ( クリア )

ハーフジョッキ (フロスト )
○サイズ：Φ80x 高さ 95mm
○納品価格：¥980～
○参考上代：¥1,980
○印刷範囲：幅 200x 高さ 85mm
○素材：ガラス ( フロスト )

フロストグラス
○サイズ：Φ60x 高さ 135mm
○納品価格：¥980～
○参考上代：¥1,980
○印刷範囲：幅 60x 高さ 70mm
○素材：ガラス ( フロスト )

ラバーコースター
○サイズ：Φ100 x 厚み 5mm
○納品価格：¥350～
○参考上代：¥600
○印刷範囲：直径 100mm
○素材：ラバー

ハードボードコースター
○サイズ：Φ90x 厚み 3mm
○納品価格：¥400～
○参考上代：¥650
○印刷範囲：直径 90mm
○素材：木製

裏 面 裏 面 裏 面

裏 面 裏 面

裏 面

ガラスコースター
○サイズ：100x100x 厚み 3.9mm
○納品価格：¥600～
○参考上代：¥800
○印刷範囲：100x100mm
○素材：ガラス

缶バッジ
○サイズ：25mm/44mm/56mm
○納品価格：¥150～
○参考上代：¥500
○印刷範囲：各 25mm/44mm/56mm
○素材：スチール

マグネット
○サイズ：25mm/44mm/56mm
○納品価格：¥180～
○参考上代：¥580
○印刷範囲：各 25mm/44mm/56mm
○素材：スチール

キーホルダー
○サイズ：25mm/44mm
○納品価格：¥200～
○参考上代：¥500
○印刷範囲：各 25mm/44mm
○素材：スチール

ピンバッジ 25mm
○サイズ：25mm
○納品価格：¥200～
○参考上代：¥500
○印刷範囲：25mm
○素材：スチール

キャップ ( 帽子 )
○サイズ：フリーサイズ ( 調整可能 )
○納品価格：¥1,500～
○参考上代：¥3,000
○印刷範囲：幅 100x 高さ 50mm
○素材：コットン

ミニ巾着ポーチ
○サイズ：幅 110x 高さ 150mm
○納品価格：¥450～
○参考上代：¥800
○印刷範囲：幅 110x 高さ 100mm
○素材：ポリエステル 80%、ナイロン 20%

ミニハンカチ
○サイズ：約 200x200mm
○納品価格：¥480～
○参考上代：¥800
○印刷範囲：200x200mm
○素材：ポリエステル

フェイスタオル
○サイズ：約 850x350mm
○納品価格：¥800～
○参考上代：¥1,500
○印刷範囲：850x350mm( 塗りつぶし不可 )
○素材：ポリエステル

オリジナルシール
○サイズ：A4サイズまで可能
○納品価格：¥300～
○参考上代：¥580
○印刷範囲：210x297mm
○素材：塩化ビニール素材

マグカップ大
○サイズ：Φ80x 高さ 93mm
○納品価格：¥850～
○参考上代：¥1,850
○印刷範囲：幅 200x 高さ 80mm
○素材：陶器

マグカップ小
○サイズ：Φ73x 高さ 73mm
○納品価格：¥800～
○参考上代：¥1,800
○印刷範囲：幅 170x 高さ 60mm
○素材：陶器

MUG

専用ケース付き 刺繍 (※名入れ、ロゴデータのみ )

保温保冷なし 箱付き 保温保冷約 6時間 箱付き

※詳細はお問合せください。COLOR VARIATIONS

TOUR GODDS , 
FLYER...

0

SUCCESS EXAMPLE

成功ショップ実例紹介

成功ショップ実例紹介

PLAN
ニーズに合わせた３プランをご用意 !

柴犬まる公式グッズ販売
https://www.marutaro.sho

p/

HONEBONE公式グッズ販売

ツアーグッズチラシ製作例

https://honebone.oniuru.c
om/

ツクリテオリジナルグッズ製作

www.marutaro.shop/blog
/tsukurite/

oniuru.com

オニウルだからできること
oniuru.com

ONIURU
大手 IT 企業様からアーティスト・フリーランスの方まで
さまざまな商品製作、梱包発送業務代行を行っております。

通販作業やグッズの製作。すべてONIURUにお任せください！
だからできること

商品の提案、製作 専用ページ (web) 製作 月次レポート

難しそう ... 大変そう ...

集中できない ...

が

に本業 活動の

サイト 管理のってグッズ販売 スペースが無い ...在庫 置くを

作業に
時間を使いたい ...

が大きい仕入リスククリエイティブ

オリジナルグッズを作りたいけど、、、
こんなお悩みありませんか？

ONIURUがすべて解決します！

まずはお気軽にご相談ください！

梱包受注 出荷 サイト管理 在庫管理

通販部門委託サービスONIURU
お問合せ：bloomax 株式会社　TEL:03-5832-5525　 OPEN 平日 9:00-17:00

https://oniuru.com/

月額
基本料金

選べる～円

姫 青鬼 赤鬼 PLANPLANPLAN

月額基本料金 無 料

オリジナルグッズを
増やしたい方向け

小規模で ECサイトを
スタートしたい方向け

面倒な事は全てお任せ！
どんどん売りたい方向け

2,980円 ( 税別 ) 6,980円 ( 税別 )

通販代行 － ○ ○

○

在庫管理 － － ○

登録審査 － ○ ○

販売手数料 － ○
(上代の 25%)

○
( 上代の 25%)

支払い方法 前払い 掛払い
月末締め 翌月末支払い

掛払い
月末締め 翌月末支払い

通販アドバイザー △
ご希望により別途費用発生

商品保管スペース －

－

－

－

－

オリジナル商品作成 ○
商品によって卸代金は異なる。

○
商品によって卸代金は異なる。
販売価格はご自由にお決め下さい。

○
商品によって卸代金は異なる。
販売価格はご自由にお決め下さい。

ホームページ作成
○

初回導入時 10アイテムまで無料
翌月以降５アイテムまで無料

○
初回導入時 20 アイテムまで無料
翌月以降 10 アイテムまで無料

商品撮影
△

商品写真はご用意ください。
( ご希望により別途費用発生 )

△
商品写真はご用意ください。
( ご希望により別途費用発生 )

○
W800xH350xD450mm
２段 ( 追加は別途料金 )

通販部門委託サービス  小ロットオリジナルグッズ制作 https://oniuru.com/
対応可
全商品OEM


