
●A2ポスター

●注文マニュアル【A4,34ページ】

●A４三つ折ハンドチラシ

●注文書

P1  イラスト -１
P2  イラスト -2
P3  iPhone ブック -1
P4  iPhone ブック -2
P5  iPhone ブック -3
P6  iPhone ブック -4
P7  iPhone カバータイプ -1
P8  iPhone カバータイプ -2
P9  iPhone カバータイプ -3
P10  iPhone カバータイプ -4

P11  マグカップ -1
P12  マグカップ -2
P13  枡 -1
P14  枡 -2
P15  キャンバス -1
P16  キャンバス -2
P17  アクリルフレーム -1
P18  アクリルフレーム -2
P19  ジグソーパズル -1
P20  ジグソーパズル -2

P21  ハンドミラー -1
P22  ハンドミラー -2
P23  T シャツプリント -1
P24  T シャツプリント -2
P25  T シャツプリント -3
P26  T シャツプリント -4
P27  T シャツプリント -5
P28  T シャツプリント -6
P29  タオル -1
P30  タオル -2

P31  コットンバッグ -1
P32  コットンバッグ -2
P33  ラッピング -1
モノプリ注文書

オーダーの流れや商品の説明を解かりやすく解説してい
ます。スタッフの方や、お客様が見て注文しやすいよう
編集致しました。

掲載内容

陳列フルキット陳列イメージ

スマホの写真で簡単プリント

スマホの写真をメールするだけ

L判プリントもいい、モノにプリントいつも一緒でもっといい！

注文Noを印字した物
をご用意いたします。

モノプリントビジネス発信

見本帳から陳列までオールインパックで今すぐ商売

※背面は白板の形状になります。
　写真のピンク生地はつきません。

店名印刷も承っています。

新商品は順次
追加致します。

1　モノプリント注文書にご記入下さい

画像添付

TO

件名
本文

mono@namaeya.com

×××××××

お客様名
商品名

お忘れなく！

工場よりお渡し予定日をメールいたします。
校正ご希望の場合、後日デザインイメージをお送りします



書
文
注 注文数内　　　　容

スタートキット

標準キット

標準＋陳列小物

フルキット

卸価格

■本　社〒630-8262奈良県奈良市北袋町22 TEL.0742-26-2666 FAX.0742-26-0008 
■東京オフィス〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-15-1KSコート201TEL.03-5295-4185 FAX.03-5295-4186

「はんと名前オーダー商品」のビジネスを、商品・店舗・販促・ＩＴ・製造設備までトータルに提供する

検索シマヅ www.shimadu.net
shimadu@namaeya.com

税抜表示

店名、住所、TEL

本社：FAX.0742-26-0008
東京：FAX.03-5925-4186

160418-1

ご希望の販売ツールをお選び下さい。

モノプリント販売キット明細

スタートキット

スマホの写真で簡単プリント

スマホの写真をメールするだけ

L判プリントもいい、モノにプリントいつも一緒でもっといい！

標準キット 標準キット
＋陳列小物

フルキット

＋ ＋ ＋

トルソーや
アクリルスタンド付き
トルソーや
アクリルスタンド付き

ハンドチラシ（店名印刷込み）
枚数 単価 合計 備考

1000
2000
3000
5000

10000
※初回基本料金：別途必要です
※送料は送料規定に準じます。
※納期：約10日間

お勧め

項目 卸価格 スタートキット 標準キット 標準＋陳列小物 フルキット

1 販促ツール ● ● ● ●
●●●ルプンサ 2
●●物小列陳 3
●器什 4

卸合計
無料加工券※1

実質
※1：モノプリント商品をお買上げ時、お支払いにご利用頂けます。
明細

考備計合数格価卸目項
1 販促ツール 注文マニアル書 1 追加＠

ハンドチラシA4三つ折り 100 店名印刷※1
12Aータスポ

計小

2 サンプル iPhone6ブック　￥4800 3
iPhone6カバー　￥2839 3
マグカップ　￥3600 2
枡１個　　￥2000 1
枡３個セット　￥6900 1
キャンバス　S　￥4500 1
キャンバス　M　　￥5400 1
キャンバス　L　￥6650 1
アクリルフレームS　￥3200 1
アクリルフレームM　￥4200 1
アクリルフレームL　￥5200 1
ジグソーパズル　￥2750 1
ハンドミラーM　縁1800 1
ハンドミラーL　￥2300 1
Tシャツプリント　￥5000 1
タオル　　￥1770 2
コットンバッグS　￥1860 1
コットンバッグM　￥1910 1
コットンバッグL　￥1990 1

小計

3 陳列小物 iPhone6ブック用アクリル台 1

iPhone6カバー用アクリル台 2

枡アクリル台 1

キャンバスミニイーゼル 3

アクリルフレームアクリル台 1

ハンドミラーアクリル台 1
Tシャツ用トルソー 1
POPプライスカード一式 1
上部パネル（W90×H20㎝） 1
ラッピングS 1
ラッピングM 1
ラッピングL 1

小計

4 什器 スチール製　棚3段 1
W900×H1500×D400

小計

右記
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	monoprint2_dp

