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■片面印刷4色カラー：2,300円 ■片面印刷モノクロ：2,070円 ■両面4色カラー：3,300円
■表4色カラー+裏モノクロ：3,080円 ■両面モノクロ：2,750円 ※すべて100枚セット。

●自分でデザインする竹紙名刺
お客様がご自身で作った版下データを入稿して
いただきます。また、現在お使いの名刺版下デ
ータをお送りいただければ、同じデザインで竹紙
の名刺を作ることも可能です。

●名刺のデザインをオーダーする
入稿データをお持ちでない場合は、デザインか
ら承ります。まずメールにてご連絡ください。
●シンプル文字だけ竹紙名刺
メールで記載内容をお伝えいただくだけで、竹
紙に印刷して名刺をお作りします。デザイン料無
料。

※ワードやパワーポイントでお作りいただいたデータをもとに、印刷用版下データを作成するサービスも行っております。
詳しくはメールにてお問い合わせください。

竹紙名刺シート

竹紙 A4 用紙

TAKEGAMI CARD SHEET

TAKEGAMI A4 PAPER

■A4／1シート10面／10シート入り：850円
※竹紙ナチュラルのみ

■A4／500枚入り：2,000円

A4 サイズの竹紙に名刺大ミシン目の入っ
た、竹紙名刺シートです。厚さは竹紙名刺
（ナチュラル）と同じ 150g/㎡。1 シートで名
刺が 10 枚作成できます。
10 シート入り 1 セットでの販売となります。
テスト印刷用ガイドシート 1 枚付き。

薄手の竹紙ナチュラル A4 サイズ 500 枚セッ
トです。サイズ：210mm 297mm。
坪量：70g/㎡（竹紙ナチュラル）、75g/㎡
（竹紙ホワイト）

【ご使用上の注意】
プリンターの機種またはお使いのソフトウェアによっ
て、印刷結果が異なります。必ず、テスト印刷用ガイ
ドシートを使って試し刷りしてください。印刷の際は、
1 枚ずつ手差し給紙にてご使用ください。

※画像はイメージです。実際の梱包とは異なる場合
があります。

※表示価格には、消費税と送料が含まれておりません。
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竹紙ポストカード
TAKEGAMI POSTCARD
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■50枚セット：1,250円 ■100枚セット：1,800円 ※竹紙ナチュラル、竹紙ホワイトともに。

国産竹 100％を使用した竹紙のポストカード。
竹紙ナチュラルとホワイトの 2 種類。
サイズ：100 148mm（官製はがきサイズ）
坪量：150g/ ㎡（竹紙ナチュラル）
、157g ㎡（竹
紙ホワイト） ※官製はがきより少し薄いです。

■印刷のご注文を承っております。
年賀状や暑中見舞い、喪中はがき、引越しのお
知らせ、結婚式の案内状等に竹紙をご活用くだ
さい。お客様がご自身で作った版下データを入
稿していただき、竹紙ポストカードに印刷いたし
ます。料金は、ハガキ代込みで、片面モノクロ
印刷 50 枚 4,000 円から。片面カラー印刷は 50
枚 4,400 円から。
デザインのご注文もお気軽にどうぞ！

※ワードやパワーポイントでお作りいただいたデータをもとに、印刷用版下データを作成するサービスも行っております。
詳しくはメールにてお問い合わせください。

手書き名刺用竹紙

竹紙折り紙

TAKEGAMI CARD
for Handwritten

TAKEGAMI ORIGAMI

■100枚入り：800円

■100枚入り：400円

名刺サイズにカットした竹紙です。手書き
名刺としてだけでなく、花束やプレゼントに
添えるメッセージカードや、商品タグなど、
使い道はいろいろ。
サイズは 91mm 55mm。竹 紙ナチュラル
（150g/㎡）と竹紙ホワイト（157g/㎡）の 2
種類です。1 セット 100 枚入り。

※竹紙ナチュラルのみ

竹紙ナチュラルを折り紙にしました。
サイズ
は15cm 15cm。紙の厚さは60g/㎡。
ひとつ100枚入りです。優しい手触りの竹紙
折り紙は、小さいお子様へのプレゼントにも
ぴったりです。

※表示価格には、消費税と送料が含まれておりません。
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竹紙 100 ノート
TAKEGAMI 100 NOTEBOOK
■竹紙100 ノート／ A5 サイズ

A5 ／竹紙ナチュラル
表紙：むらかみひとみ版画・里山

■竹紙 100 ノート／ B5 サイズ

400 円

A5 ／竹紙ホワイト
表紙：むらかみひとみ版画・里山

A5 ／竹紙ナチュラル
表紙：クラシック

A5 ／竹紙ナチュラル
表紙：クラシック

400 円

●竹紙 100 ノート／ A5 サイズ
コンパクトで持ち運びに便利な A5 サイズ。
143mm 210mm。ドット方眼。40 枚。
表紙は、絵本作家むらかみひとみさんによ
る版画作品「里山」と、竹をモチーフにし
た「クラシック」の 2 種類をご用意しました。
オフィスでも学校でも、楽しく使っていただ
けます。

B5 ／竹紙ナチュラル

B5 ／竹紙ホワイト

●竹紙 100 ノート／ B5 サイズ
たっぷり使える B5 大学ノートサイズ。
179mm 252mm。7 ミリ横罫 30 行。
30 枚。
竹をモチーフにしたクラシカル・デザインの
表紙はとてもシックで、あらゆるシーンにマッ
チします。

むらかみひとみ 絵本作家・イラストレーター
1979 年大阪府に生まれる。創造社デザイン専門学校卒業。イタリアのフィレンツェに渡り語学留学後、版画工房にてリノカット版画の技術を習得する。
帰国後、
2003 年度 /2005 年度 /2006 年度ボローニャ国際絵本原画展で3 年入選する。現在東京都在住。手作り雑貨工房
「Pikotan Studio」
を立ち上げ、
手作り雑貨なども製作し個展や雑貨屋で販売。http://www.pikotan.com/

※表示価格には、消費税と送料が含まれておりません。

