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SPORTS EVENT
帽子・ハチマキ・タスキ

S U P P O R TS U P P O R T
SPORTS EVENT
応援・イベントグッズ

※カタログと商品の色が若干異なる場合がありますので、ご了承ください。 ※生地縫製品は、表記寸法より多少誤差が発生する場合があります。

ポリエチレン製　長さ33cm×直径14cm
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、
グリーン、 オレンジ、 ピンク、
紫、 エンジ、 紺、 黒

ロット300枚より、名入れシール承ります。
送料別途見積りになります。

スリム成型式メガホン（小）
1個 ¥616（税抜¥560）

S-316
ポリエチレン製　長さ51cm×直径16cm
カラー： 赤、 黄、 ブルー、
グリーン

ロット300枚より、名入れシール承ります。
送料別途見積りになります。

スリム成型式メガホン（大）
1個 ¥1,320（税抜¥1,200）

S-317
日本製 日本製

メガホン�ポリエチレン製、
ひもつけバンド�ポリプロピレン、
長さ30cm×直径10cm×2本組
カラー： 赤、 黄、 ブルー、
グリーン

ロット300枚より、名入れシール承ります。
送料別途見積りになります。

ダブルメガホン
1個 ¥1,177（税抜¥1,070）

S-238
日本製

立体式メガホン
�1個 ¥528（税抜¥480）

S-117
ポリエチレン製、長さ23cm×直径13cm
カラー： 赤、 黄、 ブルー
送料別途見積りになります。

日本製在庫限り

綿100％　33cm×90cm� 　

必勝手拭 ¥286（税抜¥260）S-210
日本製

必勝ハチマキ（日の丸無し）
¥594（税抜¥540）

S-265
ポリエステル65％　綿35％� 　
長さ120cm×巾4.5cm

日本製

必勝ハチマキ（日の丸入り）
¥594（税抜¥540）

S-119
ポリエステル65％　綿35％� 　
長さ120cm×巾4.5cm

日本製

ヴィクトリーメガホン
1個 ¥836（税抜¥760）

S-216
ポリエチレン製　長さ31cm（ワンタッチ式）
カラー：
〈単色〉�� 赤、 黄、 ブルー、
  グリーン、 オレンジ、 ピンク
〈2色〉� � 赤× 黄、 オレンジ× 黒、

ブルー× 白、
� グリーン× 白
ロット300枚より、名入れシール承ります。
送料別途見積りになります。

日本製

直径約20cm　厚さ約3.5cm

イベントタンバリン
¥1,276（税抜¥1,160）

S-603
中国製

直径約5cm　長さ約18cm

イベントラッパ
¥1,210（税抜¥1,100）

S-602
台湾製

プラスティック製（スティック付）
直径約18cm　厚さ7.5cm

イベント太鼓
¥2,860（税抜¥2,600）

S-601
中国製

チアスティック
 2本1組 ¥792（税抜¥720）

S-740
ポリエチレン　ストロー付　直径7cm×長さ58cm
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン、
オレンジ、 紫、 黒

ロット500組より名入れ承ります。
ストローを差し込んでふくらませて下さい。

中国製

名入れ
見本

在庫限り 在庫限り

ハート型メガホン
1個 ¥638（税抜¥580）

S-227
ポリエチレン製　長さ26cm×広さ14cm
カラー： 黄、 サックス、 ピンク
送料別途見積りになります。

日本製在庫限り
携帯用ミニVメガホン（丸型）
�1個 ¥638（税抜¥580）

S-240
ポリエチレン製　長さ15cm
カラー：
〈単色〉�� 赤、 黄、 ブルー、�

グリーン、 ピンク
〈2色〉� � 赤× 黄、 ブルー× 白、�

グリーン× 白
送料別途見積りになります。

日本製受注商品 在庫限り

携帯用ミニVメガホン（角型）
� 1個 ¥638（税抜¥580）

S-249
ポリエチレン製　長さ17cm
カラー：
〈単色〉�� 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン、�

オレンジ、 サックス、 ピンク、 紫、�
キミドリ、 エンジ、 紺、 黒

〈2色〉� � 赤× 白、 ブルー× 白、�
グリーン× 白、 赤× 黄、 黄× サックス

ロット300枚より、名入れシール承ります。
送料別途見積りになります。

日本製受注商品

ポリエチレン製　長さ15cm×直径10cm
カラー： 赤、 黄、 ブルー、
グリーン

ロット300枚より、名入れシール承ります。
送料別途見積りになります。

ミニメガホン
1個 ¥341（税抜¥310）

S-239
日本製
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受注商品 � 日本製

スポーツタオル名入れ見本　40cm×110cm

S-352 スポーツタオル
綿100％　ロット100枚より、名入れ承ります。
別途お見積りいたします。

受注商品 � 日本製

マフラータオル名入れ見本　20cm×110cm

S-353 マフラータオル
綿100％
ロット100枚より、名入れ承ります。
別途お見積りいたします。

� 日本製

S-620 カラーハッピ
¥9,768（税抜¥8,880）

生地：綿ブロード
サイズ：身丈約80cm　身幅約66cm　衿：黒　帯付
カラー：� 赤、 黄、 ブルー、 オレンジ、 ピンク

低コスト！！多種多様イベントに最適！！� 中国製

S-97 イベントカラーハッピ
¥1,782（税抜¥1,620）

綿100%　
身丈75cm　身幅65cm　帯付
カラー： ブルー、 グリーン、 サックス

� 日本製

S-120 カラー扇 1本 ¥2,530（税抜¥2,300）
紙・竹製　半ボカシ　27cm
カラー：� 赤、 黄、 ブルー、 ピンク、 紫、 キミドリ

� 日本製

S-110 白扇 無地 ¥1,452（税抜¥1,320）
紙・竹製　27cm

� 日本製

S-211 扇日の丸入り ¥1,826（税抜¥1,660）
紙・竹製　27cm

� 日本製

S-209 必勝うちわ ¥341（税抜¥310）
紙・プラスチック製　全長35cm
※�書体など仕様がかわる場合があります。

受注商品 � 日本製

S-762 日の丸紙旗（100本セット）
紙サイズ：21cm×27cm　片面印刷　棒付
別途お見積りいたします。

本体：竹・手張製　
たれ幕：長さ180cm×巾約30cm　布製
銀張もできます。たれ幕名入れ承ります。
送料別途見積りになります。

ジャンボわり玉
直径60㎝�重さ約2.5kg

¥150,700（税抜¥137,000）
直径75㎝�重さ約4kg

¥196,900（税抜¥179,000）

S-378
S-379

日本製受注商品

在庫限り

� 日本製

S-621
S-622

大人用祭袢天
大人S(大人)� 身丈70cm�身幅60cm� ¥10,032（税抜¥9,120）
大人M(特大人)�身丈76cm�身幅66cm�¥10,560（税抜¥9,600）

衿に【御祭礼】と名入れしてあります。
手拭い、帯がセットしてあります。

� 日本製

S-630
S-631
S-632
S-633
S-634

子供用祭袢天
100サイズ���3才前後�身丈45cm�身幅32cm�小若 ¥6,072（税抜¥5,520）
110サイズ���6才前後�身丈54cm�身幅40cm�小若 ¥6,600（税抜¥6,000）
130サイズ���9才前後�身丈59cm�身幅45cm�若連 ¥8,184（税抜¥7,440）
140サイズ�12才前後� 身丈64cm�身幅50cm�若連 ¥8,712（税抜¥7,920）
150サイズ�15才前後� 身丈67cm�身幅53cm�御祭礼 ¥9,504（税抜¥8,640）

手拭い、帯がセットしてあります。

国産檜　18cm

鳴子
1組�¥4,290（税抜¥3,900）

S-605
日本製

� フィリピン製

S-618 子供用足袋 ¥6,160（税抜¥5,600）
マジックテープ仕様、クッション貼付　カラー： 白、 黒
サイズ：14cm、15cm、16cm、17cm、18cm、19cm、20cm、
21cm、21.5cm、22cm、22.5cm、23cm、23.5cm、24cm
写真は、白16cm、黒15cmです。
※大人用もありますので、お見積りします。
※ゴム底のデザインが変わる場合があります。

受注商品

� 中国製

S-138 ポンポン
1個 ¥1,298（税抜¥1,180）

ポリエチレン製　グリップ式　鈴付　長さ約35cm
カラー：� 黄、 ブルー

在庫限り

受注商品 � 日本製

S-646 わり玉30cm ¥33,000（税抜¥30,000）
発泡スチロール素材　直径30cm　
たれ幕：巾約11cm×長さ約92cm
※�たれ幕の文字入れは油性ペンをご使用ください。又、弊社で
もたれ幕名入れ承ります。

� 日本製

S-761 晒 ¥2,860（税抜¥2,600）
綿100％　約34cm×10m
カラー： 白

受注商品在庫限り 在庫限り


