プロの目利きでSPグッズを厳選

販促
EYE

ウィルスが気になるこの季節!

実例TOPICS!

「見えないマスク」
で
話題作りと
関心度を
アップ！

N大学様にて記念品として採用いただきました

傘の強度は 張り に出る。
この強さ、革命的!

2ヶ月間
効果が持続

2

Vol.

傘の構造上の強さは
その傘生地によって決まります。
独自の空気力学構造によって
「張り＝強さ」
を実現。
さらにワンタッチで開く
スマートな折り畳みデザイン。
付加価値の高い
販促品として人気です。

この冬さまざまなシーンで
大活躍のおすすめ販促品が、
首からかけるだけで
ウィルスから守る
「クイックシールドエアーマスク」。
年齢性別問わず実用的で
関心の高い健康グッズとして、
多くのお客さまに
二酸化塩素で
話題とトクした気分を
空間除菌
お届けできます。

二酸化塩素の力でウィルス・臭い・花粉を
除去する
「見えないマスク」

ローズ

豊富なカラー展開

ワンプッシュで
開く
！
ブラック

臭い対策に

1.DOUBLE STRUTS
Redirect（方向転換）

花粉対策に

●病院・介護施設での
除菌消臭に

●学校・塾での
ウィルス対策に

二酸化塩素はフリーラジカルという独特の構造を持ち、
ウィルス・
菌の機能を低下させます。
そのメカニズムは、二酸化塩素ガスで
細菌やウィルス・花粉の外殻を酸化させ、基本構造を変化させる
特殊なタンパク質変性作用です。

申込単価：72個（12個入×6カートン）

1,575円（税込）

ネームホルダーに名入れ承ります(別途代金)。詳しくはお問い合わせください！

■二酸化塩素の安全性

クイックシールドエアーマスクの二酸化塩素ガス濃度は国際的
基準を超えないように設計されており、安心してご使用頂けます。

クイックシールドルーム
参考上代

2,100円（税込）

3.BLUNT TIPS
Distribute（分散）

名入れ可能！

BLUNT XS メトロ
カラー：ブラック・ブルー・グレー・ローズ・レッド・イエロー
サイズ：51ｃｍ
名入れ：専用ケースに印刷・１ヶ所・1色(別途代金)

小型の据置き型タイプも
ご用意しています

申込単価：24個（６個入×4カートン）

2.FLOATING RIBS
Transfer（伝送）

「周年記念の贈呈品としてふさわしい品を探していた」
「学生から年配の方まで使える実用性の高さが決め手」
「使い捨てでなくしっかりとした日本メーカー品で安心」
「学校ロゴの名入れも可能だったので
PR効果にも期待」

クイックシールドエアーマスク
（ネームホルダー付）
参考上代

イエロー

採用いただきましたN大学様の声

●通勤・通学時の
花粉対策に

●オフィスでの空間除菌に ●受験生の健康管理に ●飲食店での衛生管理に

■二酸化塩素の除菌力

レッド

エッジのない空気力学構造を持つ強い傘
「BLUNT」
。
傘を開くときの力を 方向転換 させ、伝送 し、
骨を通じて傘生地全体へと
均等に 分散 。
張りを最適化することで、
高い強度を実現しました。

クイックシールドエアーマスクは付属の薬剤が空気に反応し、
2
を放出。
その二酸化塩素パワーが空間を
ClO（二酸化塩素ガス）
浮遊するウィルス・菌を除去します。

ウィルス対策に

グレー

強さのワケは骨にあり

さまざまな幅広いシーンでおすすめできます

クイックシールド 日本製
エアーマスク

ブルー

参考上代

化粧箱
付き

5,250円（税込）

お得なアイテムからシーズンものまで、今月のおすすめはこちら！

激安 手軽な名入れコーヒーは
商品

ホットな冬のノベルティ!

季節 これからの外出時には

スマホ対応手袋が主役!

商品

定番 オフィスで重宝する

温度長持ちマグカップ

商品

・名入れOK
・内側鏡面仕上げ
・外側マット仕上げ

・スマホを落としづらい滑り止め付
・指先にタッチパネルに
反応する素材を使用

4種類の
デザインから
選べます

温かい飲み物も冷たい飲み物も、
真空2層構造で温度がずっと長持ち。
デスクのおともに、高品質で
シンプルな販促グッズが効果的です。

肌寒い季節にマストなアイテムが、
スマホなどを
したままで操作できるタッチパネル対応の手袋。
実用性の高い販促品として人気です。

手軽でおいしいドリップバッグコーヒーは、
オフィスやご家庭で受け取っていただきやすく
冬のバラまきツールや贈答品として最適。
名入れ品なら低価格でPRに活用できます。

真空2層構造だから
冷めにくい

オリジナルパッケージもOK!

オリジナルデザインならPR効果もさらにアップ!
ロット3,000個よりお作りします。
（別途代金）

BROOK S ドリップバッグコーヒー モカ 名入れパッケージ
最低ロット：1,000個

名入れ：スミ箔・金箔・銀箔のいずれか１色

84円（税込・ロット1,000個）50円（税込・ロット3,000個）41円（税込・ロット5,000個）

1個あたり 参考上代
※別途製版代がかかります。

激安 冬はあったか入浴剤で
商品

予算に応じた販促応援

ホットドリンクでも持ち手が熱くなりにくい
2層構造のステンレスマグカップ。

グレー

エンジ

タッチ手袋

ブラック

マイスター真空カップ

申込単位：300双 サイズ：全長195ｍｍ(フリーサイズ)素材：ポリエステル・アクリル
セット内容：3色アソート(色・柄は指定できません)

申込単位：60個 サイズ：直径70×115ｍｍ 箱サイズ：73×85×128ｍｍ
素材：ステンレス 容量：約250ｍｌ名入れ：可能(別途代金)

1双あたり 参考上代

1個あたり 参考上代

300円（税込）

季節 普段使いにぴったりの

マカロン色のブランケット

商品

温泉気分を手軽に味わえる入浴剤は、
冬の販促ギフトにはずせないアイテム。
シーンを選ばない使いやすさです。

草津＆有馬の
2包セット

名入れ位置・最大サイズ
タテ ４０× ヨコ ３０mm

イエロー

オレンジ

グリーン

名入れオリジナル制作可能

1,200円（税込）

定番 名入れUSBメモリなら
商品

販促効果が長続き!

オフィスワークに欠かせないUSBメモリにオリジナル印刷加工を施すことで、
長期的なプロモーション効果が期待できます。

冬のオフィスに1枚あると便利な、
マカロンみたいな色とりどりのブランケット。
収納ベルト部分に名入れが可能。

3包セットも手軽な
プライスで。
他にも7包セット・
タオル付セット・
ボディーウォッシャー付
セットもございます。

湯ったり旅2包 草津・有馬
申込単位：400個(50個入×8カートン) セット内容：草津・有馬各30ｇ(紙ケース入)
1個あたり 参考上代

168円（税込）

パープル

ピンク

ブラウン

マカロンカラー ブランケット

サイズ 600×800ｍｍ

・28種類の多彩なデザインタイプから選べます。
・メモリ容量を2〜64GBから予算にあわせて選択可能。
・製品タイプによって写真印刷・レーザー彫刻・エンボス加工などのカスタマイズに対応できます。

名入れUSBメモリ

申込単位：300個(50個入×6カートン) セット内容：草津・有馬・道後各30ｇ(紙ケース入)

申込単位：96枚 サイズ：600×800ｍｍ
（収納時 直径約100×215ｍｍ）
素材：ポリエステル・ポリウレタン
セット内容：6色アソート(イエロー・オレンジ・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン)・収納ベルト付
名入れ：収納ベルトに印刷(別途代金)

1個あたり 参考上代

1枚あたり 参考上代

1個あたり 参考上代

湯ったり旅3包 草津・有馬・道後

252円（税込）

お問い
合わせ

http://www.typi.co.jp

735円（税込）

最少ロット：25個 メモリ容量：2GB・4GB・8GB・16GB・32GB・64GB
名入れ：製品タイプ・素材により印刷加工が異なります

社

TEL

052 914 9111

東京支社

ＴＥＬ

03 5524 1024

本

1600円（税込・Twister 2GB）より

担当：

まで

