
DESIGN TUMBLER SERIES

サイズ 310ml：Ø8.5(L11.7）x8.0 cm
メーカー希望小売価格 2,100 yen

発注品番 ①AY013-310N ネイビー

サイズ 410ml：Ø9.5(L12.7）x9.0cm
メーカー希望小売価格 2,300 yen

発注品番 ②AY013-４10N ネイビー

サイズ 310ml：Ø8.5(L11.7）x8.0 cm
メーカー希望小売価格 2,100 yen

発注品番 ③AY013-310W ホワイト

サイズ 410ml：Ø9.5(L12.7）x9.0cm
メーカー希望小売価格 2,300 yen

発注品番 ④AY013-410W ホワイト 

サイズ 310ml：Ø8.5(L11.7）x8.0 cm
メーカー希望小売価格 2,100 yen

発注品番 ⑤AY013-310S ステンレス

サイズ 410ml：Ø9.5(L12.7）x9.0cm
メーカー希望小売価格 2,300 yen

発注品番 ⑥AY013-410S ステンレス

発注品番 70713
サイズ 500ml：φ6.5x22.3cm
材  質   ステンレス真空二重構造

耐熱冷温度 100度：-10 度
参考上代 3,000 yen

□プラ製モレないタンブラーAM01-D

□真空 ステンレス製ボトルN2016-500

発注品番 70593
サイズ 300ml： φ8.5x11.5cm
材  質   ステンレス真空二重構造

耐熱冷温度 100度：-10 度
参考上代 3,000 yen

□真空 ランチボックスNLH-35D

発注品番 70290 
サイズ 250ml φ7.5x13.8cm
材  質   蓋PP+POM

本体外AS+内AS 
耐熱冷温度 80度：-10 度
参考上代 1,000 yen

□ステンレス製 タンブラー253C-B

発注品番 70116
サイズ 380ml φ7.7x16.5cm
材  質   蓋PP+TPR

本体外AS・内SS
耐熱冷温度 100度：-10 度
参考上代 1,600 yen

材  質   ステンレス真空二重構造 耐熱冷温度 100度：-10 度

材  質   ステンレス真空二重構造 耐熱冷温度 100度：-10 度

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

真空ステンレスマグカップ

真 空 湯 呑 み

タンブラー・ボトル・ランチBOX

サイズ 310ml：Ø8.5x8.0 cm
メーカー希望小売価格 2,000 yen

発注品番 ①AY014-310N ネイビー

サイズ 410ml：Ø9.5x9.0 cm
メーカー希望小売価格 2,200 yen

発注品番 ②AY014-４10N ネイビー

サイズ 310ml：Ø8.5x8.0 cm
メーカー希望小売価格 2,000 yen

発注品番 ③AY014-310W ホワイト

サイズ 410ml：Ø9.5x9.0 cm
メーカー希望小売価格 2,200 yen

発注品番 ④AY014-410W ホワイト 

サイズ 310ml：Ø8.5x8.0 cm
メーカー希望小売価格 2,000 yen

発注品番 ⑤AY014-310S ステンレス

サイズ 410ml：Ø9.5x9.0 cm
メーカー希望小売価格 2,200 yen

発注品番 ⑥AY014-410S ステンレス

モレない

人 気

NEW

軽量
210g

70190 70116 70713 70593

美味しさを堪能しながらごゆっくりと。

たっぷりサイズのデザイン“真空マグカップ” “真空湯呑み”発売開始。

オリジナル作成お気軽にご相談ください。

本体・パーツ
色指定可

100個～

www.niyuu.com/

NEW

NEW

名入れ可

3,000個～

サイズ 

カラー

250ml：Ø5.7x18.6cm

Tokyo・Newyork・London・Paris・Shanghai

発注品番 

メーカー希望小売価格  2,800 yen

AY010-250

サイズ 

カラー

280ml：Ø5.7x20.6cm

Green・Blue・Orange・Yellow・Pink

発注品番 AY011-280

材  質   ステンレス真空二重構造

耐熱冷温度 100度：-10 度 100度：-10 度

材  質   ステンレス真空二重構造
材  質   ステンレス真空二重構造

□グラデーションカラータンブラー□ネオンボトル□シティボトル

サイズ 

カラー

450ml ：ø7.8x14.5cm

極宝銀・極宝金・極幸銀・極幸金

発注品番 AY012-450

メーカー希望小売価格  2,500 yen

耐熱冷温度

メーカー希望小売価格  2,500 yen

耐熱冷温度 100度：-10 度

人気シティ×カラーボトル。お土産・贈り物にも。 弾けるポップカラー。持ちやすいストレートボトル。 上質な金銀が施された、軽量で品あるカジュアル真空製カップ。引き出物・ギフトにも。

2016OEM 特選品 本体・パーツ
色指定可

シルク印刷
対　応個～3,000



A アートスーツケース　ジッパー 4輪 CR-A02H

ART SUITCASE CARARTアートスーツケースシリーズは、
独自に開発したオリジナルデザインケースが簡単に作れる新構造。
NEW製品 CR-A02Hは、強度・セキュリティ配慮に加え、シリーズ４輪最軽量のジッパー式。使いやすさを最大
限に実現しました。構造は、透明ポリカーボネートに印刷したデザインシートを後から当てるので、これまで難
しいとされたグラフィカルデザインもキレイに反映。表面プリントのようにデザインが変形することもなく、
デザイン性の高いアイデアケースのが作成可能です。

アイデアを創意工夫で簡単にリュックサック
作成可能です。着替も簡単。上部開閉設計された
ハードタイプのボディは収納BOXのように
荷物をきれいにたっぷり収納可能。
パソコン・タブレットを入れる各ポケット付で
抜群のユーザビリティを実現致します。

lot 1台
サンプル可

キャスター

10台～

lot 1台
サンプル可10台～

型番／CR-A02H　　参考上代／ 20,800円～　　　
主な材質／ポリカーボネート +ABS樹脂　　
サイズ H53×W35×D23cm（キャスター・ハンドル含む）
重量・容量／ 2.4kg・31L　　
主な仕様／ハードスーツケース、
ジッパー式、４輪キャスター、
伸縮ハンドル 3段調節（地面から高さ約 105cm）
トップハンドル、TSAロック、
インナー仕切り板付大ポケット、着替え対応可　　　
付属品／鍵 2本、
保証書付き取扱説明書

旅をファッションに ART BAG SERIES

NEW

オリジナルデザインのスーツケース簡単作成

ZIPPER

HINOMOTO
CASTER

LIGHT ＋

02
H

C アートリュックサック  
15inch CR-C01N・ 18inch CR-C02N 

ART RUCKSACK
N

軽くてリーズナブル
機内持込サイズ

www.niyuu.com/

Case on sleeve

Harness belt

Drink holder
Frap type pocket

ケース オン スリーブ

フラップ ウレタンポケット付

Kisekae arrange
着せ替えアレンジ構造

ハーネスベルト

ドリンクホルダー

01・02

メーカー 保 証 付

耐久性キャスター

キャラート着替スーツケースから

アイデア・ブランド
＋

信頼の高い耐久性

キャスター

CR-A02H 

ケース簡単作成

ジッパー4輪最軽量！

アレンジが面白い着替リュック、機能追加でグレードアップ版登場

ファスナー上部開閉式

型　番／CR-C01N　　参考上代／ 15,800 円～
サイズ／ 15inch : Ｈ40×W27×Ｄ14cm
重　量／ 1.0kg　容　量／ 13L

型　番／CR-C02N　　参考上代／ 16,800 円～　
サイズ／ 18inch : Ｈ45×W31×Ｄ16cm　
重　量／ 1.2kg　容　量／ 19L
主な材質／本体：ポリカーボネート
　　　　　インナー : ポリエステル、ウレタン　
付属品／取扱説明書　　
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