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店頭・店内用のぼりＡ 店頭・店内用のぼりＢ

仕仕 様様

◆サイズ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ１８００ｍｍ
◆出力 ポンジ＜インクジェット出力＞ 片面
◆ロット １枚～
◆納品 １枚毎
◆備考

仕仕 様様

◆サイズ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１５００ｍｍ
◆出力 ポンジ＜インクジェット出力＞ 片面
◆ロット １枚～
◆納品 １枚毎
◆備考

商品Ｎｏ． １ 商品Ｎｏ． ２

－ １ －

年明けうどんの行事を盛り上げるために欠かせないのぼり。店内で
も利用できる少し小さなのぼりです。

年明けうどんの行事を盛り上げるために欠かせないのぼり。お店の
店頭や販売コーナーなどにご活用ください。

New
Design

New
Design



店内用卓上のぼり はっぴ

仕仕 様様

◆サイズ Ｗ１００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ
◆出力 ポンジ＜インクジェット出力＞ 片面
◆ロット １０枚～
◆納品 １枚毎 袋入れ
◆備考 のぼり立て台ｏｒクリップ付属

仕仕 様様

◆サイズ フリーサイズ
◆出力 トロマット 伴天 カラー片面

インクジェット転写 袖裏・肩裏無し
◆ロット １枚～
◆納品 １枚毎 袋入れ
◆備考

商品Ｎｏ． ３ 商品Ｎｏ． ４

－ ２ －

イベントや売り出しに大活躍！サイズフリーで誰でも着られるので大
変便利です。

年明けうどんの行事を盛り上げるために欠かせないのぼり。テーブ
ル上、ショーケースに付ける事ができるコンパクトなミニのぼり。



店舗装飾用パネル 店頭用タペストリー

仕仕 様様

◆サイズ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ
◆出力 ４Ｃ／４Ｃ 出力紙ウッドラック貼り
◆ロット １０枚～
◆納品 １枚毎 簡易梱包
◆備考 裏面は基本「年越しそば」の内容

ですが、別途デザイン変更可能です

仕仕 様様

◆サイズ Ｗ１０００ｍｍ×Ｈ１８００ｍｍ
◆出力 ターポリン＜インクジェット出力＞
◆ロット １枚～
◆納品 １枚毎 袋入れ
◆備考 上下用白塩ビパイプ（１８㎜パイ）２本

紐付(紐の長さ＝タペストリーの横幅×２．５）ｍ

商品Ｎｏ． ５ 商品Ｎｏ． ６

－ ３ －

店頭に設置することで、お客様にインパクトを与え、来店促進・販売
促進を図ることが可能なタペストリー

様々な場所に設置が可能なパネルです。 裏面には「年越しそば」の
内容で、長くご活用いただけます。



ショーケース用シール 商品巻紙

仕仕 様様

◆サイズ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３０ｍｍ
◆出力 ４Ｃ／０Ｃ コート紙
◆ロット １００枚
◆納品 簡易梱包
◆備考 テープ状での納品（予定）

仕仕 様様

◆サイズ Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ
◆出力 ４Ｃ／０Ｃ 上質紙
◆ロット １，０００枚
◆納品 簡易梱包
◆備考

商品Ｎｏ． ７ 商品Ｎｏ． ８

－ ４ －

様々な商品に利用が可能な巻紙です。 既製品に巻くだけで“年明
けうどん”として販売が可能になります。

ショーケースの横に貼る事が可能なシールです。 のぼりが設置でき
ない売場でも装飾が可能です。



店内用ポスター（縦） 店内用ポスター（横）

仕仕 様様

◆サイズ Ｗ１９８ｍｍ×Ｈ８４１ｍｍ
◆出力 ４Ｃ／０Ｃ コート紙 １１０Ｋ
◆ロット １００枚～
◆納品 １００枚毎 簡易梱包
◆備考

仕仕 様様

◆サイズ Ｗ８４１ｍｍ×Ｈ１９８ｍｍ
◆出力 ４Ｃ／０Ｃ コート紙 １１０Ｋ
◆ロット １００枚～
◆納品 １００枚毎 簡易梱包
◆備考

商品Ｎｏ． ９ 商品Ｎｏ． １０

－ ５ －

様々な用途で利用が可能なポスターです。 売場・店頭・店内に貼る
だけで訴求が可能です。

様々な用途で利用が可能なポスターです。 売場・店頭・店内に貼る
だけで訴求が可能です。



卓上ＰＯＰ のぼりポール・ベースセット

仕仕 様様

◆サイズ Ｗ１００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ（１面）
◆出力 ４Ｃ／０Ｃ アートポット菊判 １４０Ｋ
◆ロット １００枚～
◆納品 １００枚毎 袋入れ
◆備考

仕仕 様様

◆サイズ ポール（Ｈ１８００ｍｍ）
ベース（Ｗ４５０ｍｍ×Ｄ４５０ｍｍ）

◆出力
◆ロット １セット～
◆納品 １セット毎 簡易梱包
◆備考

商品Ｎｏ． １１ 商品Ｎｏ． １２

－ ６ －

のぼりポールとベースのセットです。
テーブル上に設置できる卓上POPです。 自由にメニュー・価格が記
入できるスペースをご用意しています。



のぼりポール のぼりベース

仕仕 様様

◆サイズ Ｈ１８００ｍｍ
◆出力
◆ロット １本～
◆納品 １本毎 簡易梱包
◆備考

仕仕 様様

◆サイズ Ｗ４５０ｍｍ×Ｄ４５０ｍｍ
◆出力
◆ロット １台～
◆納品 １台毎 簡易梱包
◆備考

商品Ｎｏ． １３ 商品Ｎｏ． １４

－ ７ －

のぼりポール専用のベースです。のぼり用ポールです。



告知ポスター（Ａ１） 告知チラシ（Ａ４ ｏｒ Ａ５）

仕仕 様様

◆サイズ Ａ１
◆出力 ４Ｃ／０Ｃ コート紙 １１０Ｋ
◆ロット １０枚～
◆納品 １０枚毎 簡易梱包
◆備考

仕仕 様様

◆サイズ Ａ４・Ａ５
◆出力 ４Ｃ／４Ｃ コート紙 ９０Ｋ
◆ロット １００枚～
◆納品 １００枚毎 簡易梱包
◆備考

商品Ｎｏ． １５ 商品Ｎｏ． １６

－ ８ －

様々な用途で利用が可能なポスターです。 売場・店頭・店内に貼る
だけで訴求が可能です。

様々な用途で利用が可能なポスターです。 売場・店頭・店内に貼る
だけで訴求が可能です。



価格表

－ ９ －

※上記金額に消費税は含まれておりません。
※個別にデザイン変更は可能ですが、別途デザイン料を頂きます。

１枚～４枚 ５枚～９枚 １０枚～１９枚 ２０枚～２９枚 ３０枚～３９枚 ４０枚～４９枚 ５０枚～９９枚 １００枚～ 左記以外

1 1 店頭・店内用のぼりＡ（赤・白） \1,800 \1,710 \1,620 \1,260 ￥９００～ ご相談ください

2 1 店頭・店内用のぼりＢ（赤・白） \1,700 \1,615 \1,530 \1,190 ￥８５０～ ご相談ください

3 2 店内用卓上のぼり \1,070 \940 \890 ご相談ください ご相談ください

4 2 はっぴ ご相談ください ご相談ください

5 3 店舗装飾用パネル \10,170 \3,150 ご相談ください

6 3 店頭用タペストリー \6,240 \4,890 ご相談ください

7 4 ショーケース用シール \4,190 ご相談ください

8 4 商品巻紙 1,000枚 \41,630

9 5 店内用ポスター（縦） ご相談ください ご相談ください

10 5 店内用ポスター（横） ご相談ください ご相談ください

11 6 卓上ＰＯＰ \500 ご相談ください

12 6 のぼりポール・ベースセット \2,010 ご相談ください

13 7 のぼりポール \510 ご相談ください

14 7 のぼりベース ご相談ください

15 8 告知ポスター（Ａ１） ご相談ください

16 8 告知チラシ（Ａ４） ご相談ください

16 8 告知チラシ（Ａ５） ご相談ください

１０枚単位　　￥１，６００

１００枚単位　￥１，５００

１００枚単位　￥１，２００

\2,880 \2,130

\630

\2,280 \1,530

\5,880

\4,620

１０枚単位　　￥１，０００

１０枚単位　　￥１，０００

\10,000

\860

\1,530

\1,445

商品Ｎｏ． 掲載ページ アイテム名
単価



▼販促ツール制作会社▼
株式会社メディアミックス研究所

〒７６０－００２５ 香川県高松市古新町７－６
ＴＥＬ：０８７－８１１－６７１２
ＦＡＸ：０８７－８１１－６７１３

http://www.mmlab.co.jp

申込方法申込方法

※商品の納品先はご記入いただいた住所と同じになります。

①左の申込用紙をご記入後、ＦＡＸ又は郵送にて
下記までお送りください。

②ご注文内容でのお見積書をお送りします。

③金額に問題なければ、ご連絡をいただきご注文
が確定になります。ご注文確定後に商品を発送
いたします。

必須項目
フリガナ

会社（団体）名

フルガナ

代表者氏名

フリガナ

住所

※ 連絡先

※ 全国製麺協同組合連合会の会員確認

メールアドレス

ホームページＵＲＬ

※ お支払い方法

商品Ｎｏ．アイテム名 数量 単位

① 店頭・店内用のぼりＡ　（赤）

② 店頭・店内用のぼりＡ　（白）

③ 店頭・店内用のぼりＢ　（赤）

④ 店頭・店内用のぼりＢ　（白）

⑤ 店内用卓上のぼり

⑥ はっぴ

⑦ 店舗装飾用パネル

⑧ 店頭用タペストリー

⑨ ショーケース用シール

⑩ 商品巻紙

⑪ 店内用ポスター（縦）

⑫ 店内用ポスター（横）

⑬ 卓上ＰＯＰ

⑭ のぼりポール・ベースセット

⑮ のぼりポール

⑯ のぼりベース

⑰ 告知ポスター（Ａ１）

⑱ 告知チラシ（Ａ４）

⑲ 告知チラシ（Ａ５）

※ 希望納品日

　　http://

購入アイテムの仕様用途は以下のどれに当てはまりますか？　（　商品展開　・　売場展開　・　装飾展開　・　その他　）

ご注文ありがとうございました。　　

「年明けうどん」の展開実績・成果に関するアンケートにご協力いただけますか？ □同意する　　□同意しない

「年明けうどん」に関する情報の配信を希望されますか？（１ヶ月に１度程度メールにて） □同意する　　□同意しない

平成　　　　年　　　月　　　日　（　　　）　　ＡＭ　・　ＰＭ

ご注文いただいた会社（団体）様を年明けうどんホームページでご紹介してもよろしいでしょうか？ □同意する　　□同意しない

　会社　・　携帯電話　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

代引き　　　・　　　　着払い

※ 注文内容

会員である　　　　・　　　　会員ではない

※

※
〒　　　　－　　

※

－ １０ －

注文書


