もっと見つかる！
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エトランジェディコスタリカの
商品をご紹介致します。
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さまざまなシーンで
幅広いニーズにこたえたい。
名入れオーダーを承っております。
記念品やノベルティとしてのご利用などに最適です。

販促ツール

オリジナル商品

●企業イメージアップ

●上質な素材とカラーにこだわりを持つ、

●ブランド浸透

パーソナル文具の草分け的存在の文具メーカー。

販促ツールとして。

気軽にできる名入れ。
プレミアムな贈り物。

エトランジェ ディ コスタリカ/日本

小口ットのギフト
●出産祝いや各種お祝い事に。
●出産祝いや各種お祝い事に。
●スポーツや趣味のサークル仲間と。
●スポーツや趣味のサークル仲間と。
大切な人に気持を伝えるプチギフトとして。
大切な人に気持を伝えるプチギフ
トとして。

ノベルティ
●オープンキャンパス・学校説明会。
●カルチャースクール・スポーツクラブで。
●展示会やイベント・キャンペーン・ご来店など。
セールス・プロモーションとして。

海外ブランド商品
●「エアーデザイナー」をコンセプトに持つ
フレグランスのマーケットリーダー。
ミッレフィオーリ/イタリア

プレミアムギフト
●同窓会や クラス会、同期会、
ＯＢ会。
●周年記念・卒業記念やセミナー。
●ウェデイングや各種パーティーの引き出物。
気持ちが伝わるプレミアムギフトとして。

●お電話

受付時間/9：00〜17：00

TEL: 0120-777-519

定休日/土日・祝日

担当：片平・村瀬

●メール
easyorder@edc.co.jp

ロット

印刷

商品

小ロットから
大ロット

各種印刷を
ご提案

オリジナル&
インポート

カーエアフレッシュナー

www.etrangerdicostarica.com
easy order service

クルマ用芳香剤（イタリア製）

EASY ORDER

イタリア製クルマ用芳香剤。

素材に印字でシンプルに。

イタリア製ならではの遊び心を感じさせるプロダクト。

8色からフレームの色が選べます。
印刷
方法

■製品のご利用方法

UV
印刷

www.etrangerdi
costarica.com

■本体フレームに同梱のリフィルを
■車のエアコン吹き出し口に
セットし付属のクリップを取付けます。 セットします。

■エアコンの風に乗って豊かな香りが
車内をつつみ込んでくれます。

クルマ用芳香剤

www.etrangerdi
costarica.com

■パッケージ

1,500円+税
本体サイズ：W67xD10xH24mm
パッケージ：W93xD28xH53mm
フレーム
（アルマイト）/リフィル/クリップ 各１個入り
※香りの持続時間：約2ヶ月（使用環境により異なります。）
※リフィルの香りがなくなったら、別売リフィルを入れ替えて
ご使用いただけます。※製品は組み立て式です。

black

green

red

blue

orange

purple

yellow

silver

※アルマイト加工 ( 陽極酸化処理 )
アルミニウムを電解処理した表面処理。

2 色印刷（文字）+ クリア

1 色印刷（文字）

写真やイラストなど自由に表現できます。

甘さを抑え、
凛としたムスクの
清涼感。癒しの香り。
Legni & Spezie

スパイシーウッド

落ち着いた森の香りに甘いスパイスをあわ
せたオリエンタルな香り。
Silver Spirit

シルバースピリット

やわらかなシトラスの甘さが落ち着きを与
える、
穏やかで透き通った香り。
Pomegranate

ポメグラネート

甘酸っぱいザクロとみずみずしいフルーツ
が織りなす、
甘くチャーミングな香り。

Sandalo Bergamotto

印刷
方法

機能と美しさを両立した、ミニマルデザイン。

UV
印刷

2,000円+税
材質：レザービニールクロス
（PVC）
金具：2穴レバー式止め具
サイズ：180Wx185Dx93H
リフィル：無地メモ100シート
（上質紙）付
ギフトBOX付
※リフィルは弊社Ｗｅｂサイトから
ご購入いただけます。

フルカラー印刷（文字）

8種類の香りから選べます
（アソート可）。
サンダルベルガモット

EASY ORDER

メモスタンド

シールに印字で多彩な表現。

Oxygen

自社オリジナル（日本製）

パッド
印刷

お好きな香りが選べます。
オキシゲン

www.etrangerdicostarica.com
easy order service

大人の居住空間にもなじむ、
シンプルで美しいプロダクトデザイン。

カラーサンプル
www.etrangerdi
costarica.com

メモスタンド

質感にこだわった皮革調素材。
印刷
方法

ベルガモットとサンダルウッドがブレンドされ
た、
爽やかな中に温かみを感じる香り。

UV
印刷

箔押し

クオイオ/カラーサンプル
クオイオ皮革調レザー（ＰＶＣ）
は上質でモダンなイメージ。
耐水性、防汚性に優れた実用性の高い素材。

Mirto

マートル

オリジナルギフト包装。
メモスタンド専用ボックス
サイズ：190ｘ120ｘ100
ギフトBOX付
材質：クラフト

まるで森の小道を歩いているようなフレッ
シュですがすがしい香り。
Cold Water

コールドウォーター

爽やかさの中に甘さとスパイスが秘められ
た、
魅惑的な大人の香り。
Orange Tea

オレンジティー

place your text here

Sample Text

甘酸っぱいオレンジと芳しい紅茶の透き通る
ように爽やかな香り。
※水に強く破れにくい合成紙。

アイボリー

ブラック

D.レッド

筆記具と組合せに
ギフト専用封筒無地
16円+税（1枚）
サイズ：162ｘ65
材質：特殊紙
※封筒に印字可。
詳しくはお問合せください。
封筒の紙質
表面に細かなエンボス加工を施した
やさしい手触りの封筒です。

シャープペンシル＆ボールペン

www.etrangerdicostarica.com
easy order service

自社オリジナル（日本製）

EASY ORDER

強力なブランディングツールとしての活躍をお約束。

ノベルティ、販促、
お祝いの記念品など法人・個人問わず、様々なご利用シーンにご活用いただけます。

ジッパーポケット＆カードケース
自社オリジナル（日本製）

油性ボールペン

380円+税
材質：ABS樹脂 全長：138mm
芯：HB 芯径：0.5mm
ノック式/クッションスライド
消しゴム付

メンバーカードやポイントカードの収納に。また、小物入れとしてご利用いただけます。
UV
印刷

パッド
印刷

パスケース

380円+税
材質：ABS樹脂 全長：138mm
インク：油性ブラック
ペンポイント：0.7mm
ノック式
リフィルあり

EASY ORDER

1UP上の小物収納として多目的にご利用頂けます。
印刷
方法

シャープペンシル

www.etrangerdicostarica.com
easy order service

350円+税
サイズ：70Wx105H
材質：透明PVC/厚み：0.3ｍｍ
加工：ウエルダー

ジッパーポケット [A5サイズ]
280円+税
サイズ：240Wx180H
材質：透明PVC/厚み：0.3ｍｍ
加工：ウエルダー

ジッパーポケット [B5サイズ]
ジッパーポケット [カードサイズ]
170円+税
サイズ：120Wx84H
材質：透明PVC/厚み：0.3ｍｍ
加工：ウエルダー

高級感のあるレトロ＆クラシカルデザイン。
印刷
方法

UV
印刷

オリジナルギフト包装。

パッド
印刷

pink

blue

light blue

sky

green

apple green

yellow

orange

red

brown

black

white

ジッパーポケット [A4サイズ]
380円+税
サイズ：330Wx240H
材質：透明PVC/厚み：0.3ｍｍ
加工：ウエルダー

○ギフト専用封筒無地（台紙付）
16円+税（1枚）
サイズ：162ｘ65
材質：特殊紙
※封筒に印字可。
詳しくはお問合せください。

シャープペンシル＆ボールペン/カラーサンプル

330円+税
サイズ：285Wx215H
材質：透明PVC/厚み：0.3ｍｍ
加工：ウエルダー

ジッパーポケット [ペンサイズ]
220円+税
サイズ：200Wx113H
材質：透明PVC/厚み：0.3ｍｍ
加工：ウエルダー

○ギフト専用ボックス無地
（台紙付）
30円+税（1個）
サイズ：162ｘ65
材質：特殊紙
※ボックスに印字可。
詳しくはお問合せください。

オプションとして鮮やかなカラー9色から選べます。
ご希望により別注色の対応も承ります。詳細につきましてはお問い合わせください。
別注カラーサンプル

レッド

オレンジ

イエロー

アップル

グリーン

ライトブルー

ブルー

ピンク

封筒の紙質
凹凸が特徴的な風合いの良い
紙を使用したやさしい手触りの封筒です。

メモ（ラバーバンド付）ポケット＆ミデイアム

www.etrangerdicostarica.com
easy order service

自社オリジナル（日本製）

EASY ORDER
オリジナルギフト包装。
○メモポケット専用ボックス無地
120円+税（本体/スリーブ各1）
サイズ：110ｘ21ｘ160
ボックス材質：ボール紙
スリーブ材質：特殊紙

スリーブの紙質
凹凸が特徴的な風合いの良い紙を使用した
やさしい手触りのスリーブです。

スリーブに印字可能。
※詳しくはお問合せください。

ラバーバンドで閉じられたシンプルなノートブック。
多くの人々に愛されるシンプルなノートブックは幅広く喜ばれる定番ギフトです。

○メモミディアム専用ボックス無地
160円+税（本体/スリーブ各1）
サイズ：152ｘ21ｘ206
ボックス材質：ボール紙
スリーブ材質：特殊紙

メモポケットサイズ

900円+税
サイズ：84Wx134H
素材：ビニールクロス
（PVC）/紙クロス
ゴムバンド付き
本文：208ページ
上質紙アイボリー70ｇ/㎡
罫線5mm（ブラウン）
製本：上製(糸かがり）
栞：定規付き
（別料金）
B罫/5mm（ブラウン）抜き罫

メモミディアム（Ｂ6）サイズ

1,200円+税
サイズ：128Wx180H
表紙：ビニールクロス
（PVC）/紙クロス
ゴムバンド付き
本文：208ページ
上質紙アイボリー70ｇ/㎡
罫線6mm（ブラウン）
製本：上製(糸かがり）
栞：定規付き
（別料金）
B罫/6mm（ブラウン）抜き罫

質感にこだわった皮革調素材。
印刷
方法

筆記具と組合せたギフト包装。

UV
印刷

クオイオ/カラーサンプル
クオイオ皮革調レザー（ＰＶＣ）
は上質でモダンなイメージ。
耐水性、防汚性に優れた実用性の高い素材。

BOX ペンアタッチメント1本
筆記具固定用
10円+税（1個）
サイズ：40ｘ55
材質：透明PP/0.3ｍｍ

クイール/カラーサンプル
クイール皮革調レザー（ＰＶＣ）
は上質でシックなイメージ。
耐水性、防汚性に優れた実用性の高い素材。

BOX ペンアタッチメント2本
筆記具固定用
15円+税（1個）
サイズ：57ｘ55
材質：透明PP/0.3ｍｍ

アイボリー

ブラック

D.レッド

ブラック

レッド

グリーン

ブルー

スリーブの紙質
凹凸が特徴的な風合いの良い紙を使用した
やさしい手触りのスリーブです。

スリーブに印字可能。
※詳しくはお問合せください。

アルバム（上製本）

www.etrangerdicostarica.com
easy order service

自社オリジナル（日本製）

EASY ORDER

A4上製本アルバム

2,500円+税
サイズ：215Wx16Dx297H
台紙：ビニールカバー付
フリー粘着黒台紙
入数：10シート
製本：上製
ロゴ入り：箔押し
収納枚数（L判）
60枚（3枚/頁）

A4サイズ

ホテル等の
ご案内に

メニュー・お品書き、インフォメーションブックなどで。
シンプルで気取ることのない存在感漂う仕上がりは他業種いろいろな業種のお客様にご利用いただけます。

貼り直しができる粘着台紙なので、失敗を気にせず
デザインを楽しむことが出来ます。

シンプルなロゴがアクセントになりオリジナル名入れを
さらに魅力的なノベルティに仕上げます。
Aタイプ：黒または白箔

A5上製本アルバム

1,500円+税
サイズ：215Wx16Dx152H
台紙：ビニールカバー付
フリー粘着黒台紙
入数：10シート
製本：上製
ロゴ入り：箔押し
収納枚数（L判）
20枚（1枚/頁）

Ｂタイプ：金箔

Ａ5サイズ

ネイルサロン
美容室に
質感にこだわった皮革調素材。
印刷
方法

UV
印刷

クオイオ/カラーサンプル
クオイオ皮革調レザー（ＰＶＣ）
は上質でモダンなイメージ。
耐水性、防汚性に優れた実用性の高い素材。

クイール/カラーサンプル
クイール皮革調レザー（ＰＶＣ）
は上質でシックなイメージ。
耐水性、防汚性に優れた実用性の高い素材。

アイボリー（黒箔）

ブラック
（金箔）

B5上製本アルバム

2,000円+税
サイズ：186Wx16Dx262H
台紙：ビニールカバー付
フリー粘着黒台紙
入数：10シート
製本：上製
ロゴ入り：箔押し
収納枚数（L判）
40枚（2枚/頁）

ブラック
（白箔）

D.レッド
（白箔）

レッド
（金箔）

グリーン
（金箔）

ブルー
（金箔）

マテリア/カラーサンプル
マテリア細布（染布クロス）
は昔から人々に親しまれてきた素朴なイメージ。幅広い年齢層に好まれる素材。

B5サイズ

レストラン
料亭に

ベージュ
（黒箔）

ブラック
（黒箔）

レッド
（黒箔）

オレンジ
（黒箔）

イエロー（黒箔）

アップル
（黒箔）

グリーン
（黒箔）

ブルー
（黒箔）

メニューブック
（ダブルリング製本）

www.etrangerdicostarica.com
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自社オリジナル（日本製）

EASY ORDER
○表紙を選ぶ。
印刷
方法

UV
印刷

クオイオ/カラーサンプル
クオイオ皮革調レザー（ＰＶＣ）
は上質でモダンなイメージ。
耐水性、防汚性に優れた実用性の高い素材。

アイボリー

ブラック

クイール/カラーサンプル
クイール皮革調レザー（ＰＶＣ）
は上質でシックなイメージ。
耐水性、防汚性に優れた実用性の高い素材。

ブラック

D.レッド

Ａ4：450円+税（1枚） ＳＱ：400円+税（1枚）
サイズ：230ｘ302
サイズ：230ｘ230

レッド

グリーン

ブルー

Ａ4：500円+税（1枚） ＳＱ：450円+税（1枚）
サイズ：230ｘ302
サイズ：230ｘ230

○台紙を選ぶ。

リングで綴じるおしゃれな製本。スムーズな開閉が特徴。
多彩な台紙からぴったりの台紙を見つけてください。用途に合わせてお選びいただけます。

張替え簡単、粘着黒台紙。

差し替え簡単。

粘着黒台紙フリータイプ
材質：ビニールカバー付
フリー粘着黒台紙

クリアポケット
（上入れ）
材質：ＰＶＣ
0.2ｍｍ

Ａ4：200円+税（1枚）
サイズ：230ｘ302

SQスクラップブック

サイズ：235Wx235H
台紙サイズ：230Wx230H
最大シート：8シート
製本：上製

Ａ4：400円+税（1枚）
サイズ：230ｘ302

A4スクラップブック

サイズ：235Wx307H
台紙サイズ：230Wx302H
最大シート：8シート
製本：上製

ＳＱ：150円+税（1枚）
サイズ：230ｘ230

ＳＱ：350円+税（1枚）
サイズ：230ｘ230

深くシックな色味の標準カラー。
クリーム台紙フリータイプ
材質：ディープマット紙
523ｇ/㎡

※オプションカラー
こちらのカラーについてはお問合せ下さい。
材質：ディープマット紙
523ｇ/㎡

ブラック台紙フリータイプ
材質：ディープマット紙
523ｇ/㎡

Ａ4：120円+税（1枚）
サイズ：230ｘ302

Ａ4：180円+税（1枚）
サイズ：230ｘ302

ボルドー

ＳＱ：80円+税（1枚）
サイズ：230ｘ230

○リングを選ぶ。

ルージュ

ＳＱ：120円+税（1枚）
サイズ：230ｘ230

○製本する。

お好みのリング色をお選びいただけます。

お好きな組合せで。

上下2ヶ所に取り付けます。
最大収納枚数の目安は
8枚程度
50円+税（1セット）
カラー：5色
シルバー
ホワイト
ブラック
ブロンズ
ゴールド

製本賃
100円+税（1冊）

オリーブ

インディゴ

カードケース

www.etrangerdicostarica.com
easy order service

自社オリジナル（日本製）

EASY ORDER

ご注文から納品までの手順をご紹介。

www.etrangerdicostarica.com
easy order service

詳しくはお問合せください

EASY ORDER

100個の場合、最短で約1か月! ※数量と時期によっては、異なる場合がございます。
デザインイメージ、数量、
①・②・③を選んでください

1

2

お問い
合わせ

お見積もり

前金でのお支払いとなります
詳しくはお問合せください

3

ご発注・
お支払い

約1週間

お問い
合わせ

3,400円+税
サイズ：73Wx106H
素材：レザー（本革）
ポケット数：8/梨地・磁気対応

6

印刷
アセンブル

7

納品

約2週間

約2週間

まずはお電話またはメールのいずれかの方法でお問い合わせ下さい。
お急ぎの場合はお電話からのお問い合わせが1番スムーズです。

2

本革カードケース

1,100円+税
サイズ：73Wx106H
素材：PP（厚み：1.2ｍｍ）
ポケット数：8/梨地・磁気対応

5

校正
確認

お気軽に
お問い合わせ下さい。

お見積りは無料ですので、
お気軽にお問い合わせ下さい。

ノベルティや記念品としても人気のカードケース。
ＰＰカードケース
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データ入稿
チェック

お問い合わせ

1

各種カードを最大8枚まで収納でき、洗練された上質な美しさと使いやすさを両立したデザイン。

※注意 現品のサンプルの確認は別途料金と納期が
かかります。詳しくはお問合せください
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お見積もり

校正
確認

お見積もり

校正確認

担当者より、電話・FAX・メールのいずれかの方法で、一両日中にご連絡差し上げます。
お問い合わせの内容によっては、
お見積りにお時間をいただく場合もございます。
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印刷
アセンブル

弊社で作成した印刷用データをお客様にご確認いただきます。
（お送りするJPGデータでご確認ください。）
ご希望通りのものに出来上がりましたら、校了となり、そのまま印刷工程へ進みます。

お見積り内容をご確認いただいた上で、
ご注文の連絡をお願い致します。

印刷工程に入りますと、
データの変更はお受けできませんので、
ご了承下さい。
現物校正をご希望の方は、都度お問い合わせ下さい。
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ご発注・
お支払い

印刷工程の後、
パッケージの手配を行います。

お客様のご希望にそって

ご発注・お支払い
お見積り内容をご確認いただいた後、
ご発注を頂きます。

対応させていただきますので、

最終確認のご連絡（お支払い・納品のご案内）
を差し上げます。一般のお客さまは

詳しくはお問い合わせください。

お支払方法をご確認の上、5日以内に指定口座へのお振り込みをお願い致します。

表情の異なる二つの素材。
印刷
方法

UV
印刷

法人口座をお持ちのお客さま規定の支払い方法をご確認下さい。

専用ギフト包装。

UVインクジェットフルカラー印刷（直接プリント）
UV光（紫外線）照射で即座に硬化・定着。小ロット・多品種に対応できます。

カードケース専用ボックス無地
100円+税（本体/スリーブ各1）
サイズ：99ｘ21ｘ132
ボックス材質：ボール紙
スリーブ材質：特殊紙

箔押し

ご希望の
印刷方法で。
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データ入稿
チェック

ソリッド/カラーサンプル
ソリッド
（ＰＰ）
は堅牢でモダンなイメージ。

製品に直接プリントするので、多色でも製版いらず。デザインも自由自在。

定形ひな型を
ダウンロード。

パッド印刷
インクをのせたシリコンゴムのパッドをスタンプのように対象物に押し付けて印刷する。

箔押し
熱 と圧力によって、金・銀・色箔の文字や絵柄を入れる印刷加工です。

データ入稿
イラストレーターで作成したデータを、
メールで送付して下さい。
容量が5MB以上の場合は、無料ファイル転送サービスをご利用下さい。
スリーブの紙質
凹凸が特徴的な風合いの良い紙を使用した
やさしい手触りのスリーブです。

クリア

ホワイト

ブラック

本革/カラーサンプル
レザー（本革）
は上質でモダンなイメージ。

ﬁrestorage

データチェック

アイボリー

ブラック

D.レッド

納品

お客様に送付していただいたデータが、問題なく印刷に使用できるかどうかを、

納品

頂いたJPGデータと照らし合わせて担当者が確認させていただきます。

ご指定の場所に納品致します。日時指定される場合はあらかじめご相談ください。

問題があった場合には、速やかにお客様にご連絡差し上げますので、
ご安心下さい。

また、弊社では納品する商品に「納品書」
「領収書」
「請求書」は同封しておりません。

簡単な修正でしたら弊社でお直しすることも出来ます。

必要な場合は、あらかじめお申し出下さい。詳細につきましては、
お問合せいただき

データに不備がない状態になりましたら、校正確認へと進みます。

ご確認ください。

●お電話
スリーブに印字可能。
※詳しくはお問合せください。
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GigaFile便

必ずデータ入稿方法をご確認いただいた上で、
ご入稿いただきますようお願い致します。

受付時間/9：00〜17：00

TEL: 0120-777-519

定休日/土日・祝日

担当：片平・村瀬

●メール
easyorder@edc.co.jp

