
記念品のご提案



華やかな会議用バッグで、会場を華やかに演出

落ち着きのある生地に帯状の着物地配した会議用バッ

グです。

サイズは2種ご用意しています。

ネームタグ、内ポケット、ホック、ペットボトルホル

ダーなど用途やご要望に合わせてオプションを追加で

きます 。

帯状の柄は無数にありますので、お好みの柄をお選び

ください。

華やかで丈夫なバッグは会期後も重宝します。

柄色 柄：多数ありますので別途お問い合わせ下さい。

素材 ポリエステル

サイズ
袋部分

Ａ4サイズ：：H32×W28cm
大容量サイズ：H36.5×W32.5cm×マチ10cm

オプション
ネームタグ、内ポケット、ホック、ペットボトル
ホルダー

金額
A4サイズ：1,100円（＋税）~
大サイズ：1,700円（＋税）~

納期 約1か月～

名入れ 可（タグタイプ）

ロット 100枚～

コングレスバッグ

大容量タイプ アクセント帯は複数種からお選び頂けます

A4サイズの書類がちょうどよく収まるサイズです

ロゴ入れ
可能



友禅柄のメモ帳にネームを入れて

オリジナルメモ帖に

表紙には厳選した友禅柄を和紙にあしらい 一冊

づつ手加工で和綴じで仕上げています。

メモ帳部分にはミシン目が入っており、一枚づ

つちぎりやすくなっており実用的です。 中面は

上質紙を使用しているため、ペンでのメモ書き

に適しています。

オリジナル 和綴じメモ

素材
表紙：和紙
中面：上質紙

実寸サイズ 縦60×横110mm×厚さ6mm

販売参考価格
既製品：¥280円（＋税）～
名入れあり：¥350円（＋税）～

納品形体 OPP袋入り

リードタイム 受注後約1ヶ月

名入れ 可

オリジナル
ロット数

500枚～(500未満の場合は別途見積
もりいたします。）

ロゴ入れ
可能

ミシン
目つき



友禅柄のノートにネームを入れて

オリジナルノートに

表紙には厳選した友禅柄を和紙にあしらい 一冊づつ手

加工で和綴じで仕上げています。

中面は上質紙を使用しています。

オリジナル 和綴じノート A５サイズ

素材
表紙：和紙
中面：上質紙

実寸サイズ
高さ：257 ×幅：182 mm
厚さ：6mm（50枚綴り）

販売参考価格 ¥700（＋税）～

納品形体 OPP袋入り

リードタイム 受注後約1ヶ月

名入れ 可

ロット数
500枚～(500未満の場合は別途見積もり
いたします。）

ロゴ入れ
可能



ロゴなどいれてオリジナルに

ラウンド形状を基調とした優しいフォルムに銅

製の高級感を併せ持った栞です。

中央にある中窓を行の頭に合わせることにより、

どこまで読んだか、本の続きを指し示すことが

できて便利。薄くて軽く実用的。会議の記念品

にぴったりのお品です。

オリジナル 金属工芸の栞

素材

さやがた／黒（銅ブロンズメッキ）
唐草／金（金メッキ）
雲／黒（銅ブロンズメッキ）
青海波／金（金メッキ）
さくら／銀（ニッケルメッキ）

実寸サイズ 縦6×横3cm

販売参考価格 ¥800（＋税）～

納品形体 OPP袋入り（台紙別途支給）

リードタイム 受注後約1ヶ月半

オリジナル

版代
①データ支給の場合＋1万円～
（版代,トレース費用等含む4）
②おまかせの場合＋3万円～
（版代,トレース費用,デザイン費等含む）

ロット数 100枚～



京都北山の伝統的な技術で丹念に育てられた北山杉を使

用し、その特有の上品な美しさの木目と色味が引き立つ、

シンプルで端正な軸型のボールペンです。

特殊圧密加工を施し、しっかりとした質感は手にしっと

りと馴染みます。時間をかけて使い込む程に風合いが増

し、自分だけの一本にしていくことの出来る逸品です。

メーカーは三菱鉛筆なので替芯も手に入りやすく安心。

レーザー加工で名入れも可能。

シャープペンシルもございます。

北山杉ボールペン

素材 京都 北山杉(圧密加工)

実寸サイズ
軸径10.9mm×厚さ13.7mm×全長
132.2mm
替芯：三菱ボールペン替芯S－7L黒

販売参考価格 既製品 ¥3,300（＋税）～

納品形体 箱入り

リードタイム 受注後約1ヶ月半

名入れ
版代プラス¥15,000.（÷）個数
版押し代1個につきプラス¥350.（税別）

ロット数 なし（但し上記名入れ条件のとおり）

ロゴ入れ
可能



企業ロゴや学会のシンボルロゴで

オリジナルてぬぐいを

てぬぐいは、汗を拭く、頭に巻くなどの他、お

料理の道具として用いられたり、いろいろな用

途に用いられています。

最近ではカラフルな手ぬぐいも増え、お弁当包

みや、ペットボトルを包んだりと、いろいろな

楽しみ方も増えました。

都もだん てぬぐい

素材 コットン

実寸サイズ 約90cm×35cm

販売参考価格
既製品 ¥1,000～（+税）
オリジナル ¥1,100（+税）～

納品形体
OPP袋入り
（オリジナルは帯別途支給）

リードタイム 受注後約1ヶ月半

名入れ 可

オリジナル
ロット数

100枚～



右上画像は、紳士用 夏扇 「京名所」その他
にも様々な柄を取り揃えております。
ご要望のお値段に合わせてご提案いたします。

京都好きの方へのプレゼントとしても好評です。
扇骨に企業名や学会名など入れてオリジナル商
品に。

デザインはその他多数ございます。
名入れ可。ご相談ください。

夏扇

素材 竹、和紙

サイズ 男性用 高さ22.5 女性用 高さ19.5

販売参考価格
既製品 ¥1,800（+税）～
名入れ：別途お見積もり（+税）

納品形体 紙箱入り

リードタイム 約1ヶ月半

名入れ 扇骨に名入れ可

オリジナル
ロット数

100枚～

洛風扇（女性用 3,850 円＋税）

時代祭の行列（男性用 1,800 円＋税）京趣扇 左金瓢 （男性用：両面手描き
9,000 円＋税）



扇面の両面に、抗ウイルス・抗菌機能のある漆喰を塗
布しています。成分は強アルカリ性になりますが、表
層は空気中の二酸化炭素と反応して中性化しています
ので、手に触れても問題なくご使用いただけます。

デザインはその他多数ございます。
名入れ可。ご相談ください。

扇面の両面抗ウイルス・抗菌機能付き漆喰扇子

素材 竹、和紙

実寸サイズ 高さ22.5

販売参考価格
既製品 ¥4,000（+税）～
扇面オリジナルも可
別途お見積もり

納品形体 紙箱入り

リードタイム 受注後約1ヶ月半

名入れ 扇骨に名入れ可

オリジナル
ロット数

100枚～

迷彩（4,000 円＋税）

七宝（4,000 円＋税）「ちまき」と茅（ち）の輪」
（5,000 円＋税）

扇面の両面に、抗ウイ
ルス・抗菌機能のある
漆喰を塗布

抗ウィルス
抗菌機能付き

扇骨に
名入れ可



右上画像は四季の花を飾った花車の華やかさ図柄が印
象的な飾り扇です。

サイズもコンパクトなので場所を選ばず飾れ
ギフトやお土産にも最適です。

扇骨に企業名や学会名など入れてオリジナル商品にも
なります。

京扇子 ミニ飾り扇

素材 竹、和紙

実寸サイズ 5寸 高さ16×幅25cm（開いた状態）

販売参考価格 既製品 ¥3,000（+税）～

扇骨名入れ
参考価格

裏面の扇面又は表の親骨部分に名入れ
版代1文字400円（9文字だと3600円）
文字色：金
印字代1個につきプラス200円（+税）

納品形体 紙箱入り

リードタイム 受注後約1ヶ月半

名入れ 可

名入れ
ロット数

（上記名入れ条件のとおり）

ミニ飾り扇（竹台付） 8種



都もだんのガーゼハンカチは、手捺染という製法で染められて

います。

手捺染とは、一色ごとに型を作り、色糊をへらで刷り込むこと

によって生地に一色ずつ色を浸透させていく製法です。そのた

め、染料の浸透度合いを図る熟年の技が必要とされます。

しっかりとした生地を使いながらもふんわりとしたやさしい手

触りは、しわを気にせずに使用できます。

京染・京友禅 ガーゼハンカチミニ

11

素材 二重ガーゼ（綿100%）

柄／色

海老×鉄紺（てっこん）
海老×千歳緑（ちとせみどり）
海老×赤銅色（しゃくどういろ）
海老×江戸鼠（えどねず）
鯛×柘榴色（ざくろいろ）
鯛×紺桔梗（こんききょう）
鯛×桃色
鯛×浅縹
リボン×淡藤色（あわふじいろ）
リボン×灰梅（はいうめ）
リボン×砥粉色（とのこいろ）
京野菜

実寸サイズ 32cm×32cm

販売参考価格
既製品 ¥700（＋税）
オリジナル 別途お見積もり

納品形体
OPP袋入り
（オリジナルは帯別途支給）

リードタイム 受注後約1ヶ月半

名入れ 可

オリジナルロット
数

350枚～

ロゴ入れ
可能



優雅な源氏物語の世界の香りに浸る

平安時代の着物の色合わせ、”襲色目”の配色を
匂袋に映しました。
源氏物語の世界を彩る四帖を表現しています。

袋の中は白檀、丁字などを調合、調製した香りが
入っており、飾るとほのかな香りが漂います。
和のインテリアとして飾られてもお楽しみ頂けますので、
贈答品としても最適です。

バリエーション 紅葉賀/花宴/朝顔/梅枝

素材 天然香料

サイズ 幅5cm×高さ5cm×奥行き5cm

販売価格 ¥2,600（＋税）

梱包形体 紙箱

名入れ 不可

納期
（50個～200個想定）

受注後1.5か月～2か月
数量により異なります。

源氏物語 匂袋 直衣



絹と京友禅の特性を活かした、京都ならではのスマホ拭

きです。

着物用の正絹生地を使い、京友禅の板場で手染しました。

着物を保管する「たとう紙」を模したオリジナルパッ

ケージ入り。

カットまで全て手作業にこだわりました。

柄／色／形
京都柄
※オリジナルの場合要相談

素材 正絹100%

実寸サイズ 13cm×8mm

価格
既製品 1枚 ¥750（+税）
オリジナルの場合、¥900～（+税）

名入れロット数 100枚～

包装形体 袋入り

名入れ 可

納期 2か月

おふき mini

ロゴ入れ
可能

大サイズも
あります



花のように華麗で美しい模様は窯の中で冷却する過程で結晶が変

化する釉薬によるもの。

二つとして同じ模様ができないのも魅力です。

多種多様な表情をお楽しみください。

色の種類も豊富。電子レンジ・食洗器使用可能です。美しく実用

性の高い器です。

素材 磁器

バリエーション 右下画像よりお選びいただけます。

実寸サイズ φ 8 cm × 11 cm

販売価格
1個 ¥3,000（+税）
2個セット￥6,000（+税）
（オリジナルBOXプラス¥200）

納品形体
ロゴ入りオリジナルボックス
文字色：黒（ロゴデータご支給ください）

名入れ 箱に名入れ可（200個以上）

リードタイム 受注後2か月

京焼・清水焼 フリーカップ

箱にロゴ
入れ可能



こちらは竹を貼り合せた材料でできた、

箸箱とお箸のセットです。

箸箱のふたはマグネット開閉式。

企業ロゴやスローガンなどをレーザー加工で

お入れできます。

竹製箸箱とお箸のセット

素材 竹

実寸サイズ

箸箱 26.5×3cm
箸① 長さ22.5cm（竹製ダイヤカット）
箸② 長さ23cm（竹製レーザー可能）
箸③ 長さ22cm又は23cm（模様箔）

販売参考価格

既製品
箸箱 ¥2,400（+税）～
箸① ¥600（+税）（竹製ダイヤカット）
箸② ¥900（+税）（竹製レーザー可能）
箸③ ¥1,600（+税）～（模様箔）

名入れ
参考価格

レーザー加工
（ワンポイントロゴ／データ支給）
1個につきプラス¥700（税別）

納品形体 紙箱入り

名入れ 可

リードタイム 受注後約2ヶ月半

ロゴ入れ
可能



ワインボトルを斬新なアイデアで飾る、「京銘竹ボトルスタン
ド」です。

京銘竹は、「京もの指定工芸品」に指定されており、建築や装飾
品、竹工芸品など幅広く利用される美しい竹材です。

そのままでは自立しないのですが、ボトルを通すと自立する不思
議なボトルスタンド。
瓶に重さがあれば空でも自立するため、ボトルコレクションにも
オススメです。

（画像のワインは付いていません）

柄
図面竹、白竹、胡麻竹
漆塗（黒・赤）
金彩加工入りも可能

素材 竹

実寸サイズ
縦約300mm 
横約90mm 
奥行き（高さ）約50mm

名入れ 可能（要相談）

金額
既製品：¥5,400（+税）～
オーダー品：要相談

梱包 箱入り

名入れ 可

納品期日 1か月以内

京銘竹ボトルスタンド

ロゴ入れ
可能



金彩とは、金や銀といった箔、金属粉などを着物に接着加
工する技術の総称です。図案や色彩を引き立たせ、華やか
に加飾する目的で用いられ、京友禅の特徴のひとつとなっ
ています。

「 coaster -彩- 」は、テーブルを華やかに、お迎えするゲ
ストに特別なおもてなしを演出します。

抗汚性を兼ね備えた撥水加工により、汚してもすぐなら
サッと拭くだけで、キレイになります。繰り返し長くお使
い頂く事が出来ます。

素材 絹、綿、ポリエステル、金、銀など

色・柄 アソート

実寸サイズ φ 94 mm

販売価格
既製品（6枚入り） ¥4,800（+税）~
オーダー品：要相談

納品形体
ロゴ入りオリジナルボックス
文字色：金（ロゴデータご支給ください）

名入れ 可

ロット数 300個

リードタイム 受注後約1ヶ月半

京友禅・京小紋 金彩コースター

Recommend

箱にロゴ
入れ可能



表面はガラス素材、裏面は特殊樹脂でコーティン

グしサンドしてあります。裏面の樹脂は滑り止め

効果のあるノンスリップ加工です。

大切なお客様へお菓子等をのせる豆皿として、ま

た装着してたアクセサリーを置くトレイとしても

ご活用いただけます。使い方は自由です。

柄／色／形 要相談

素材
ガラス・コットン(生地)・箔・銀泥・
樹脂 等

実寸サイズ 最大30cm角

金額
既製品：¥3,300（＋税）
オーダー品：要相談

名入れ 生地に金彩を施すことが可能

ロット 1個～

納期 約2週間～1か月

ガラス製トレイ

Kyoto Museum
of Crafts and Designロゴ入れ

可能


