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HCF-1181
広告スペースが充実した人気No.1商品
広告スペースが広いのであらゆる角度からのアピールが可能です！上製本仕
上げのカバーは、手に取ると高級感も感じられプラスチックケースに収まっ
たカラフルなふせんも華やかです。印刷面は表紙・裏表紙・中面で、大のふ
せん紙にも印刷ができます。

品番 HCF-1181
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4C（フルカラーオフセット印刷）

カバー紙質 コート紙＋マットPP（つや消し）
中芯はチップボール（上製本仕上げ）

ふせん印字 スミ１色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）　⃝蛍光５色ふせんには印刷できません。
ふせん紙質 上質紙

ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー
⃝W50×H13（右5色）のふせん紙色は選べません。

生産国 韓国
最小ロット 500個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

カバーサイズ ふせんサイズ/左 ふせんサイズ/右5色 ふせん枚数
W135×H85 W70×H75 W50×H13（蛍光）5本 各100枚

HARD
COVER

ハードカバーふせん
完全オリジナル印刷。デザイン次第で高級感や
ポップな仕上がりにも。

特徴1

特徴 2

特徴 3

マットPP加工で落ち着きのある質感

広告スペースが多くアピール力抜群

商品のPRなど幅広くご利用いただいております

カバーは完全オリジナル印刷です。上製本された2mm程の厚みのあるカバーに
カラフルなふせんがセットされた重量感ある商品です。
またツヤ消し加工が施されたマットPP加工となっておりますので、落ち着いた
色合いで上品な仕上がりとなります。上製本仕上げなのでしっかりとしたフォルムです。

カバーの表面・中面・裏面など、広告スペースが多く、訴求力が高いのが最大のメリットです。
カバーだけでなく、ふせん紙にも1色（スミ）の枚葉印刷ができます。
ふせん紙は各6～7種類、綴り枚数も多くボリュームがあるので十分にご利用いただけます。
また、プラスチックケース入りのものは、机上で活用していただいていることも多く、
機能性の高い便利ふせんとしてリピートいただくことも多い商品です。

活用の場が多いふせん紙は、記念品や贈答用にも最適です。
会社や商品のPR、商品のコラボ企画での販促品など。最近ではお年賀品として用いられることも
増えてきました。オリジナル印刷とカラフルなふせんが目を引く「ふせんセット」なので、
お客様には大変喜んでいただいております。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

※ふせん紙はこちらの5色よりお選びいただけます ※カバーの厚み約2ｍｍの上製本仕上げ



ハードカバーシリーズ

※HCF-1016の蛍光ふせんは、
　受注ロットに対して約半分ずつ
　色配列が天地逆になります。 
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HCF-108
両面にふせんがセットされた優れもの
片方にはカラフルなふせん、反対側にはメモサイズのふせんをセットしたふ
せんセットです。両開きになるイメージです。印刷面は表紙・裏表紙・中面で、
広告スペースも十分です。大・中のふせん紙にもワンポイント印刷ができます。
記念品や贈答用など多くの販促品としてご利用いただいております。

HCF-1016
プラスチックケース無しで、コンパクトにふせん7種をセット
プラスチックケース無しのタイプ。
ふせん紙が７種ありますので、使い分けしやすく機能的なふせんです。大き
さもコンパクトでカバンに入れて持ち運びできる印象です。 印刷面は表紙・
裏表紙とふせんには大・中ふせんに印刷ができます。

品番 HCF-108
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4C（フルカラーオフセット印刷）

カバー紙質 コート紙＋マットPP（つや消し）
中芯はチップボール（上製本仕上げ）

ふせん印字 スミ１色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）　⃝蛍光５色ふせんには印刷できません。
ふせん紙質 上質紙

ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー　
⃝W50×H13（右5色）のふせん紙色は選べません。

生産国 韓国
最小ロット 500個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 HCF-037
カバー印刷面 表紙・裏表紙
カバー印刷色 4/4C（フルカラーオフセット印刷）

カバー紙質 コート紙＋マットPP（つや消し）
中芯はチップボール（上製本仕上げ）

ふせん印字 スミ１色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）　⃝蛍光５色ふせんには印刷できません。
ふせん紙質 上質紙

ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー
⃝W50×H13（右5色）のふせん紙色は選べません。

生産国 韓国
最小ロット 500個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 HCF-1016
カバー印刷面 表紙・裏表紙
カバー印刷色 4C（フルカラーオフセット印刷）

カバー紙質 コート紙＋マットPP（つや消し）
中芯はチップボール（上製本仕上げ）

ふせん印字 スミ１色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）　⃝蛍光５色ふせんには印刷できません。
ふせん紙質 上質紙

ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー　
⃝W50×H13（右5色）のふせん紙色は選べません。

生産国 韓国
最小ロット 500個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

カバーサイズ ふせんサイズ/大 ふせんサイズ/中 ふせんサイズ/小 ふせん枚数
W88×H87 W75×H75 W25×H75 W50×H13（蛍光）5本 各50枚

カバーサイズ ふせんサイズ/左 ふせんサイズ/小 ふせん枚数
W85×H86 W23×H75 W50×H13（蛍光）5本 各100枚

カバーサイズ ふせんサイズ/上段左 ふせんサイズ/上段右 ふせんサイズ/下段 ふせん枚数
W108×H81 W50×H75 W50×H15（蛍光）5本 W100×H75 上段：20枚、下段：80枚

HCF-037
コンパクトでも高級感あり！
約85mmの正方形なので見た目はコンパクトな印象ですが、開いた時にカラ
フルなふせんが目を引きます。上製本仕上げなのでコンパクトながらも高級
感があり人気の商品です。 印刷面は表紙・裏表紙・中面で、広告スペースも
十分です。中のふせん紙にもワンポイント 印刷ができます。

両面にふせん紙が
セットされています
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COVER カバー付きふせん
ノベルティの定番！カバー付きふせん。
ビジネスの場や学校、プライベートでも幅広く活躍

特徴1

特徴 2

特徴 3

定番ノベルティ もらうと嬉しいふせん

サイズ・バリエーション豊富 用途に合わせて選択

会社や学校、商品のPR、イベントの販促品等で大活躍

カバー付きふせんは、よく目にするもっともスタンダードなふせんです。
印刷面は、表面・中面・裏面と３カ所可能になっており、価格に対しての費用対効果は抜群です。
カバー表面には光沢のあるラミネート加工が施されておりますので、耐久性にも優れています。

カバー付きふせんの特徴は、仕様のバリエーションが多いことです。またそのカバーサイズも、
コンパクトな手のひらサイズから手帳サイズまでと幅広く、セットされているふせんサイズも多様です。
また、ふせん紙色は５色からお選びいただけ（※一部ふせん除く）ワンポイント印刷が可能です。
用途に合わせたサイズ・ふせん枚数での製作が可能です。

文具であるふせんは、会社や学校でも利用頻度の高い文具の一つとして活躍の場を広げています。
粗品や手配り用でもご利用いただき、ノベルティランキングでも実用的な販促品として大人気です。
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【CFM-056】
シリーズ

【CFM-076】
シリーズ

【CFM-081】
シリーズ

【CFM-106】
シリーズ

【CFM-126】
シリーズ

【CFM-131】
シリーズ

カバーを広げた時のイメージです
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CFM-056A

CFM-056B

CFM-056C

CFM-056D

品番 CFM-056A
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-056B
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-056C
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-056D
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 印字不可
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 蛍光５色（セットふせん）のため、ふせん色は選べません。

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

カバーサイズ ふせんサイズ 対応枚数
W56×H80 W50×H75 20枚・30枚・50枚

カバーサイズ ふせんサイズ 対応枚数
W56×H80 W25×H75（２組） 20枚・30枚

カバーサイズ ふせんサイズ 対応枚数
W56×H80 W50×H38（２組） 20枚・30枚

カバーサイズ ふせんサイズ 対応枚数
W56×H80 W50×H15（蛍光）5本 20枚・30枚
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（５組）

●カバーサイズ：W56×H80mm

●ふせんサイズ：W50×H75mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚・50枚

●カバーサイズ：W56×H80mm

●ふせんサイズ：W25×H75mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚

●カバーサイズ：W56×H80mm

●ふせんサイズ：W50×H38mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚

●カバーサイズ：W56×H80mm

●ふせんサイズ：W50×H15mm

　※蛍光5色ふせん（5組）

※蛍光ふせんの紙色配列は受注ロット
に対して約半分ずつ天地逆になります。 

●ふせん印字：不可

●ふせん色：選択不可

●ふせん枚数：20枚・30枚
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CFM-076A

CFM-081A

CFM-081B

CFM-081C

品番 CFM-076A
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1,000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-081A
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-081B
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-081C
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

カバーサイズ ふせんサイズ 対応枚数
W76×H80 W70×H75 20枚・30枚・50枚・100枚

カバーサイズ ふせんサイズ 対応枚数
W81×H80 W75×H75 20枚・30枚・50枚・100枚

カバーサイズ ふせんサイズ（左） ふせんサイズ（右） 対応枚数
W81×H80 W50×H75 W25×H75 20枚・30枚

カバーサイズ ふせんサイズ 対応枚数
W81×H80 W25×H75（３組） 20枚・30枚
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●●カバーサイズ：W76×H80mm

●ふせんサイズ：W70×H75mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚・50枚・100枚

●カバーサイズ：W81×H80mm

●ふせんサイズ：W75×H75mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚・50枚・100枚

●カバーサイズ：W81×H80mm

●ふせんサイズ（左）：W50×H75mm

●ふせんサイズ（右）：W25×H75mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚

●カバーサイズ：W81×H80mm

●ふせんサイズ：W25×H75mm（３組）

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚
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CFM-106A

CFM-106B

CFM-106C

CFM-106D

品番 CFM-106A
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-106B
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-106C
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-106D
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

カバーサイズ ふせんサイズ 対応枚数
W106×H80 W100×H75 20枚・30枚・50枚・100枚

カバーサイズ ふせんサイズ（左） ふせんサイズ（中・右） 対応枚数
W106×H80 W50×H75 W25×H75 20枚・30枚

カバーサイズ ふせんサイズ（左） ふせんサイズ（上・下） 対応枚数
W106×H80 W50×H75 W50×H38 20枚・30枚

カバーサイズ ふせんサイズ 対応枚数
W106×H80 W50×H75（２組） 20枚・30枚

106mm

80
m
m 106A

W100×H75

106mm

80
m
m 106B

W50×H75 W25×H75
（2組）

106mm

80
m
m 106C

W50×H75 W50×H38
（2組）

106mm

80
m
m 106D

W50×H75
（2組）

●カバーサイズ：W106×H80mm

●ふせんサイズ：W100×H75mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚・50枚・100枚

●カバーサイズ：W106×H80mm

●ふせんサイズ（左）：W50×H75mm

●ふせんサイズ（中・右）：W25×H75mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚

●カバーサイズ：W106×H80mm

●ふせんサイズ（左）：W50×H75mm

●ふせんサイズ（上・下）：W50×H38mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚

●カバーサイズ：W106×H80mm

●ふせんサイズ：W50×H75mm（2組）

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚



カバー付ふせんシリーズ
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CFM-106E

CFM-106F

CFM-126B

CFM-126C

品番 CFM-106E
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-106F
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）⃝蛍光５色ふせんには印刷できません。
ふせん紙質 上質紙

ふせん紙色（左） ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー
ふせん紙色（右） 蛍光５色ふせん（１セット）⃝蛍光５色（セットふせん）のためふせん色は選べません。

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-126B
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-126C
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

カバーサイズ ふせんサイズ 対応枚数
W106×H80 W25×H75（４組） 20枚・30枚

カバーサイズ ふせんサイズ（左） ふせんサイズ（右） 対応枚数
W106×H80 W50×H75 W50×H15（蛍光）5本 20枚・30枚

カバーサイズ ふせんサイズ（左） ふせんサイズ（右） 対応枚数
W126×H80 W70×H75 W50×H75 20枚・30枚

カバーサイズ ふせんサイズ（左） ふせんサイズ（右） 対応枚数
W126×H80 W70×H75 W50×H38（２組） 20枚・30枚

106mm

80
m
m 106E

W25×H75
（4組）

106mm

80
m
m 106F

W50×H75 W50×H15
（5組）

126mm

80
m
m 126B

W70×H75 W50×H75

126mm

80
m
m 126C

W70×H75 W50×H38
（２組）

●カバーサイズ：W106×H80mm

●ふせんサイズ：W25×H75mm（4組）

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚

●カバーサイズ：W106×H80mm

●ふせんサイズ（左）：W50×H75mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせんサイズ（右）：W50×H15mm

　※蛍光5色ふせん（5組）

　※こちらはふせん色を選べません。

※蛍光ふせんの紙色配列は受注ロット
に対して約半分ずつ天地逆になります。 

●ふせん枚数：20枚・30枚

●カバーサイズ：W126×H80mm

●ふせんサイズ（左）：W70×H75mm

●ふせんサイズ（右）：W50×H75mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚

●カバーサイズ：W126×H80mm

●ふせんサイズ（左）：W70×H75mm

●ふせんサイズ（右）：W50×H38mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚



カバー付ふせんシリーズ
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CFM-126D

CFM-126E

CFM-131B

CFM-131C

品番 CFM-126D
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-126E
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）●蛍光５色ふせんには印刷できません。
ふせん紙質 上質紙

ふせん紙色（左） ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー
ふせん紙色（右） 蛍光５色ふせん（１セット）●蛍光５色（セットふせん）のためふせん色は選べません。

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-131B
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-131C
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

カバーサイズ ふせんサイズ（左） ふせんサイズ（右） 対応枚数
W126×H80 W70×H75 W25×H75（２組） 20枚・30枚

カバーサイズ ふせんサイズ（左） ふせんサイズ（右） 対応枚数
W126×H80 W70×H75 W50×H15（蛍光）5本 20枚・30枚

カバーサイズ ふせんサイズ（左）ふせんサイズ（中）ふせんサイズ（右） 対応枚数
W131×H80 W50×H75 W25×H75 W50×H75 20枚・30枚

カバーサイズ ふせんサイズ（左）ふせんサイズ（中）ふせんサイズ（右） 対応枚数
W131×H80 W50×H75 W25×H75 W50×H38（２組） 20枚・30枚

126mm

80
m
m 126D

W70×H75 W25×H75
（2組）

126mm

80
m
m 126E

W70×H75 W50×H15
（５組）

W25
×
H75

131mm

80
m
m

131B

W50×H75 W50×H75

131mm

80
m
m

131C

W50×H75
W25
×
H75

W50×H38
（2組）

●カバーサイズ：W126×H80mm

●ふせんサイズ（左）：W70×H75mm

●ふせんサイズ（中・右）：W25×H75mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚

●カバーサイズ：W126×H80mm

●ふせんサイズ（左）：W70×H75mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせんサイズ（右）：W50×H15mm

　※蛍光5色ふせん（5組）

　※こちらはふせん色を選べません。

※蛍光ふせんの紙色配列は受注ロット
に対して約半分ずつ天地逆になります。 

●ふせん枚数：20枚・30枚

●カバーサイズ：W131×H80mm

●ふせんサイズ（左）：W50×H75mm

●ふせんサイズ（中）：W25×H75mm

●ふせんサイズ（右）：W50×H75mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚

●カバーサイズ：W131×H80mm

●ふせんサイズ（左）：W50×H75mm

●ふせんサイズ（中）：W25×H75mm

●ふせんサイズ（右/上下）：W50×H38mm（2組）

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚



カバー付ふせんシリーズ
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CFM-131D

CFM-131E

CFM-131F

品番 CFM-131D
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-131E
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印字 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 CFM-131F
カバー印刷面 表紙・裏表紙・中面
カバー印刷色 4/4Cまたは4/0C（フルカラーオフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印刷 スミ1色（黒）・軽オフ（印刷範囲内）●蛍光５色ふせんには印刷できません。
ふせん紙質 上質紙

ふせん紙色（左・中） ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー
ふせん紙色（右） 蛍光５色ふせん（１セット）●蛍光５色（セットふせん）のためふせん色は選べません。

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

カバーサイズ ふせんサイズ（左） ふせんサイズ（右３個） 対応枚数
W131×H80 W50×H75 W25×H75 20枚・30枚

カバーサイズ ふせんサイズ 対応枚数
W131×H80 W25×H75（５組） 20枚・30枚

カバーサイズ ふせんサイズ ふせんサイズ ふせんサイズ 対応枚数
W131×H80 W50×H75 W25×H75 W50×H15 （蛍光）5本 20枚・30枚

131mm

80
m
m

131D

W50×H75 W25×H75
（3組）

131mm

80
m
m

131E

W25×H75
（5組）

131mm

80
m
m

131F

W50×H75 W50×H15
（5組）

W25
×
H75

●カバーサイズ：W131×H80mm

●ふせんサイズ（左）：W50×H75mm

●ふせんサイズ（右３個）：W25×H75mm（3組）

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚

●カバーサイズ：W131×H80mm

●ふせんサイズ：W25×H75mm（5組）

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせん枚数：20枚・30枚

●カバーサイズ：W131×H80mm

●ふせんサイズ（左）：W50×H75mm

●ふせんサイズ（中）：W25×H75mm

●ふせん色は以下５色よりお選びいただけます。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

●ふせんサイズ（右）：W50×H15mm

　※蛍光5色ふせん（5組）

　※こちらはふせん色を選べません。

※蛍光ふせんの紙色配列は受注ロット
に対して約半分ずつ天地逆になります。 

●ふせん枚数：20枚・30枚



カバー無しふせんシリーズ

FM-050 W50×H75mm FM-070 W70×H75mm FM-100 W100×H75mmFM-025 W25×H75mm
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FM-025

FM-070

FM-050

FM-100

品番 FM-025
ふせん印字 スミ1色（軽オフ）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 FM-070
ふせん印字 スミ1色（軽オフ）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 FM-050
ふせん印字 スミ1色（軽オフ）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 FM-100
ふせん印字 スミ1色（軽オフ）
ふせん紙質 上質紙
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

ふせんサイズ 対応枚数
W25×H75 20枚・30枚・50枚・100枚

ふせんサイズ 対応枚数
W70×H75 20枚・30枚・50枚・100枚

ふせんサイズ 対応枚数
W50×H75 20枚・30枚・50枚・100枚

ふせんサイズ 対応枚数
W100×H75 20枚・30枚・50枚・100枚

NO
COVER

カバー無しふせん
業務効率アップ！便利なふせんは欠かせない！
書類説明や工程表、リピートふせんとしても大活躍！

特徴1

特徴 2

特徴 3

ふせん紙は４サイズ、５色から選択

使い方色々 ふせんで業務の効率化を促進

コストで選ぶならこのふせん

ふせんサイズは４種類、ふせん紙色は
ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルーの
５色から選択できます。
対応枚数は20・30・50・100枚。
会社のロゴマークや商品名、ＨＰアドレスなど、
軽オフでワンポイントの印刷（スミ1色）が可能です。

頻繁に使われる文章や契約書フォーマットに捺印等を促すなど、ふせんにあらかじめ文字を印字し、
ご利用いただくケースも増えております。
ふせんに印字することで業務の効率化、生産性をアップすることができます。

コスト重視で選ぶならカバー無しふせんです。ワンポイント印刷で、会社ロゴやＨＰアドレスを入れて
ＨＰへ促したり、低コストでもちょっとした宣伝効果に。
また、イベント等の手配りにはもってこいのふせんです。ＯＰＰ袋入りなので汚れる心配もありません。

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

20枚 30枚 50枚
100枚

2.0mm 3.0mm 5.0mm 10.0mm

【ふせん枚数 厚み目安】



型抜きふせんシリーズ
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D I E
C U T

型抜きふせん
インパクト抜群！自由な形に切り抜いた型抜き
ふせんは訴求性の高いふせんとして大人気です！

特徴1

特徴 2

特徴 3

型抜きタイプは全部で3種 それぞれ２サイズをご用意 

もらって嬉しいふせん キャラクターふせんとしても大人気

個性重視ならだんぜん型抜きふせんがオススメ

型抜きふせんの種類は全部で３種類。「カバー無しタイプ」「カバー付きタイプ」「台紙付きタイプ」で
各種類とも２サイズをご用意しております。抜型はお客様の自由なデザインに対応しております。

型抜きふせんの特徴は何といっても、形そのものを表現できるところです。
形の与えるインパクトの強さから、キャラクターの販促品として大好評です。また、キャラクターなどのかわいらしい
型抜きふせんはお子様はもちろん学生、社会人にも大人気です。人気層も幅広いことが、特徴の一つと言えます。

「商品の個性を活かしたい」「他と違ったふせんを探してる」「目立たせたい」など。
インパクトだけではなく高級感やユニークさなど個性を強調したい場面でも対応力の高いふせんです。
また実用性の高いふせんを型抜きにすることで、ワンランク上のふせんとしても注目されています。

KF-067 KF-092

品番 KF-067
ふせん印刷 ※印刷は1色（軽オフ）となります。
ふせん紙質 上質紙（ふせん専用紙）
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 KF-092
ふせん印刷 ※印刷は1色（軽オフ）となります。
ふせん紙質 上質紙（ふせん専用紙）
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

ふせんサイズ 最小ロット 対応枚数
W67×H67以内 1,000 20枚・30枚・50枚

ふせんサイズ 最小ロット 対応枚数
W92×H92以内 1,000 20枚・30枚・50枚

カバー無しタイプ カバー無しタイプ

KF-067

67mm

67
m
m

※花型は、型抜きイメージです。

●範囲内で自由な形で
　型抜きします。

※花型は、型抜きイメージです。

●範囲内で自由な形で
　型抜きします。

92mm

92
m
m

KF-092

カバー無
タイプ

カバー付
タイプ

台紙付
タイプ
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品番 KCF-075
カバー印刷面 表紙
カバー印刷色 4/0Cまたは1/0C（オフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印刷 ※印刷は1色（軽オフ）となります。
ふせん紙質 上質紙（ふせん専用紙）
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 DKF-090
台紙印刷面 オモテ面・裏面
台紙印刷色 4/4C・4/1C・4/0C（フルカラーオフセット印刷）
台紙紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート

サイズについて 記載以外の台紙のサイズにつきましてはご相談ください。
ふせん印刷 ※印刷は1色（軽オフ）となります。
ふせん紙質 上質紙（ふせん専用紙）
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 DKF-110
台紙印刷面 オモテ面・裏面
台紙印刷色 4/4C・4/1C・4/0C（フルカラーオフセット印刷）
台紙紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート

サイズについて 記載以外の台紙のサイズにつきましてはご相談ください。
ふせん印刷 ※印刷は1色（軽オフ）となります。
ふせん紙質 上質紙（ふせん専用紙）
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

品番 KCF-098
カバー印刷面 表紙
カバー印刷色 4/0Cまたは1/0C（オフセット印刷）
カバー紙質 カード紙300g/㎡＋片面PPコート
ふせん印刷 ※印刷は1色（軽オフ）となります。
ふせん紙質 上質紙（ふせん専用紙）
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー

生産国 韓国
最小ロット 1000個

包装 個別透明袋入り（OPP袋）

KCF-075

DKF-090 DKF-110

KCF-098
カバーサイズ ふせんサイズ 最小ロット 対応枚数

W75×H75以内 W67×H67以内 1,000 20枚・30枚・50枚

台紙サイズ ふせんサイズ 最小ロット 対応枚数
W90×H120 W67×H67以内 1,000 20枚・30枚・50枚

台紙サイズ ふせんサイズ 最小ロット 対応枚数
W110×H140 W92×H92以内 1,000 20枚・30枚・50枚

カバーサイズ ふせんサイズ 最小ロット 対応枚数
W98×H98以内 W92×H92以内 1,000 20枚・30枚・50枚

カバー付きタイプ

台紙付きタイプ 台紙付きタイプ

カバー付きタイプ

KCF-075

75mm以内

75
m
m
以
内

【ふせん紙】
W67×H67以内

【表1】4/0

※抜き型が複雑な場合や、糊面積が少ない
　デザインなど、型抜きができない場合も
　ございます。

※花型は、型抜きイメージです。

●カバーサイズ：W98×H98mm以内

●ふせんサイズ：W92×H92mm以内

●ふせん枚数：20枚・30枚・50枚

●範囲内で自由な形で型抜きします。

98mm以内

98
m
m
以
内

※抜き型が複雑な場合や、糊面積が少ない
　デザインなど、型抜きができない場合も
　ございます。

KCF-098

W92×H92以内

※花型は、型抜きイメージです。

KCF-098

【ふせん紙】
W92×H92以内

【表1】４/0

●カバーサイズ：W98×H98mm以内

●ふせんサイズ：W92×H92mm以内

●ふせん枚数：20枚・30枚・50枚

●範囲内で自由な形で型抜きします。

�����������������

●台紙サイズ：W90×H120mm以内

●台紙印刷：4/0（片面PP加工）

●ふせんサイズ：W67×H67mm以内

●ふせん枚数：20枚・30枚・50枚

●範囲内で自由な形で型抜きします。

90mm以内（台紙）

12
0m
m
以
内（
台
紙
）

�����������������

DKF-090

67mm以内（ふせん）

67
m
m
以
内（
ふ
せ
ん
） ※抜き型が複雑な場合や、糊面積が

少ないデザインなど、型抜きがで
きない場合もございます。
※台紙のサイズにつきましては、ご
相談ください。

●台紙サイズ：

　W110×H140mm以内

●台紙印刷：

　4/0（片面PP加工）

●ふせんサイズ：

　W92×H92mm以内

●ふせん枚数：

　20枚・30枚・50枚

●範囲内で自由な形で型抜きします。

110mm以内（台紙）

14
0m
m
以
内（
台
紙
）

92mm以内（ふせん）

92
m
m
以
内（
ふ
せ
ん
）

パンダ日和

pandabiyori ※抜き型が複雑な場合や、糊面積が
少ないデザインなど、型抜きがで
きない場合もございます。

※台紙のサイズにつきましては、ご
相談ください。

DKF-110
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800枚～1000枚のふせん！圧倒的ボリューム

紙管素材だからエコ！安心安全のカンヅメ
使い終わったら小物入れにも！
ふせんはＯＰＰ袋入り！
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OTHER ふせんのカンヅメ
インパクト大！見た目も楽しいオモシロふせん
大容量のふせんは実用性もばっちり◎！

特徴1

特徴 2

特徴 3

なんと言っても見た目のインパクト！

実用性も兼ね備えた大容量のふせん

円形で充実した広告スペース

本物の缶詰さながらに仕上がるふせんのカンヅメは、インパクト効果ばっちりです！
リアリティあるふせんのカンヅメは、貰った方へのアピールや印象付けに最適です。
大きすぎず小さすぎず机上においても邪魔にならないサイズ感です。

カンヅメ（大）は100枚綴り８本、カンヅメ（小）は100枚綴り10本と、ふせんもたくさん使用できます。
一本一本個別に入っているためシェアすることも可能です。使い終わったら小物入れにもなる優れモノ。
ノベルティとしては息の長い販促品として、オススメしたい商品です。

筒型なので広告スペースが広く、カンヅメという意外性は目に留まりやすいのが特徴です。
会社の宣伝や商品のアピール、展示会や限定企画など、アイデア次第でご利用方法は様々です。
魅力を最大に伝えることが期待できます！

2018
新商品



2018年新商品

FUSEN KOUBOU     14

ふせんのカンヅメ（大）

ふせんのカンヅメ（小）

品番 FNK-S
製品サイズ 83Φ×58ｍｍ（Ｈ）

材質

側面 コート紙110kg
上蓋 コートボール紙450g/㎡

キャップ PP
底 コートボール紙＋PP貼り

側面印刷 オンデマンドカラー
ふせん印刷 印刷不可
ふせん紙質 上質紙（ふせん専用紙）
ふせん紙色 蛍光５色　⃝ふせん紙色は選べません。
ふせん枚数 各100枚
最小ロット 100個

包装 裸

品番 FNK-L
製品サイズ 83Φ×94ｍｍ（Ｈ）

材質

側面 コート紙110kg
上蓋 コートボール紙450g/㎡

キャップ PP
底 コートボール紙＋PP貼り

側面印刷 １～４色（オフセット印刷）
ふせん印刷 １色（黒、軽オフ印刷）
ふせん紙質 上質紙（ふせん専用紙）
ふせん紙色 ホワイト・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー
ふせん枚数 各100枚
最小ロット 500個

包装 裸

ふせんサイズ ふせん入数 綴り枚数
14×50㎜ 5本（5色）入り×２袋 各100枚

ふせんサイズ ふせん入数 綴り枚数
25×75㎜ ８本 各100

側面の広告スペースには、完全オリジナル印刷でき
ます。ふせん枚数800枚のボリューム。ふせんには
スミ（軽オフ）１色の印刷も可能。オリジナリティ溢
れるノベルティに仕上がります。500個～ご注文承
ります。

ふせんはカラフルな100枚綴り10本セット。
使い勝手の良いサイズです。
10本入りなのでシェアすることもできます。
100個～と小ロット対応が可能です！

ホワイト イエロー ピンク グリーン ブルー

※ふせん紙はこちらの5色よりお選びいただけます

※ふせん印刷不可。ふせん色は選べません。

小ロット対応！カラフルふせん10本入り

100枚綴り８本入！800枚の大ボリューム
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