
フェイスタオル

シャーリング地とは
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Original Towel

ポリ袋のし 化粧箱入り

タオルのサイズをお選び下さい。様々なタイプやカラーがございます。（詳しくは3~7ページ）
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ご希望のデザインやご予算、納期にあわせてさまざまな加工方法があります。
それぞれ納期や最小ロットが違います。（詳しくは3~10ページ）

パソコンデータA 手描き原稿B デザイン素材集
無料で使えるC

1.手描き原稿を修正してプリント

デザイン修正料無料サービス！

デザイン制作が苦手な方は、無料で使用
できるデザイン集をご利用下さい。
大きさ、色、配置など自由に変えられます。

さまざまな包装資材を取り扱っています。
商品、ご要望によりお客様に合ったパッケージを
お選びいただけます。(詳しくは11ページ)

(詳しくは16-17ページ)

2.手描きの文字や絵を、そのままプリント

■制作ソフト
1.Illustrator

※Illustratorでの制作が、キレイに印刷できる
　ためオススメです
※Excel、Word系のデータは文字化け防止の為
　PDFで保存したものをご入稿下さい。

(Ver.CCまで)
(原寸解像度300dpi以上)2.Photoshop

3.エクセル、ワード、パワーポイント 等

枠ありプリント 全面プリント フルカラープリント

手ぬぐい 約 タテ33×ヨコ90cm
フェイスタオル 約 タテ34×ヨコ84cm

マフラータオル 約 タテ20×ヨコ110cm

ハンドタオル
約 タテ34×ヨコ35cm

日本製
ミニタオル

約 タテ22×ヨコ22cm

スポーツタオル 約 タテ40×ヨコ110cm
バスタオル 約 タテ62×ヨコ120cm

プリントカラーは

１7ページ記載

プリントカラーは

１7ページ記載

手描き原稿やエクセルで作ったデータをタオルにプリント可能なデータに無料修正
します。無料修正サービスの場合は修正期間として、当日～2営業日ほど掛かります。
納期が修正期間分延びます。タオルの使用日が決まっている場合は、納期に余裕を
持ったご注文をお願いします。

選べるフォント
177書体
18-19ページ記載

E11番の書体

E18番の
書体

フリー素材集の
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■通常納期：注文日より12営業日の発送

■お急ぎなら特急納期

※枠ありプリントの場合

10営業日の発送、8営業日の発送、5営業日の発送、3営業日の発送
  1営業日の発送、注文当日（0営業日）の発送

※土曜日、日曜日、祝日は営業日には含まれません

パイル地(※)よりプリント向きの生地です。
パイル部分のタオルの表面をカットし目が
細かい為、プリントが細かく綺麗に表現できます。
また生地にも光沢があり、高級感があります。

タオル表面の毛（パイル）をカットし（シャーリング加工）
目が細かい為プリントがキレイに仕上がります。
生地の厚さは少し厚手の高級感のある260匁です。
オリジナルタオルの中で1番人気のタオルです。

価格はホームページで確認できます！

オリジナル

タオル

最大印刷範囲：約28×76cm

生地サイズ：約３４×８４cm
タオルの端はプリントできません

枠ありプリント　（シルクプリント）
がプリント可能範囲になります。タオルの端にはプリントできません。

最低数量：1枚より
目安納期：注文日から12営業日～の発送
（特急納期サービス：注文当日～10営業日発送）

プリントカラーは全40色から選択
下さい（17ページ掲載）
最大色数6色までプリントできます。

検 索自動見積り たおる本舗

ホワイト ブルー イエロー グリーン ピンク

ネーム刺繍

オリジナルタグ

※ネーム刺繍、オリジナルタグのみの
　ご注文はできません。

※オリジナルタグは全面ベタ、フルカラー
　プリントのみのサービスです。（ミニタオルを除く）

いっしょにご注文で

５％割引
タオル＋Tシャツ

注  文

校正完了

12 :00迄
メール・FAX

お客様デザイン確認

1営業日便は当日10時迄
当日便は当日の朝9時迄

１６:00迄
1営業日便は当日14時迄
当日便は当日の朝11:30時迄

注文日 当日

発 送 到 着
(四国より)

(沖縄・離島除く)

制作中 完成

当日~12営業日後 発送後約1~２日

タオル断面図 (イメージ)

キリトリ

布地

■ 綿100％ 海外製
■ シャーリング生地 260匁
　 生地サイズ：約34×84cm

(※)パイル地・・・輪っか状の糸が織り込まれた生地

カラフルな　　色4040カラフルな　　色



バスタオル

マフラータオル

ハンドタオル

スポーツタオル

Original Towel

ホワイト ブルー イエロー グリーン ピンク

ホワイト ブルー イエロー グリーン ピンク

最大印刷範囲：約34×95cm

生地サイズ：約40×110cm
タオルの端はプリントできません

タオル表面の毛（パイル）をカットし（シャーリング加工）
目が細かい為プリントがキレイに仕上がります。
生地の厚さは、少し厚手の高級感のある
厚さ 500匁です。

■ 綿100％ 海外製
■ シャーリング生地 500匁
　 生地サイズ：約40×110cm
■ 顔料/シルクスクリーンプリント

■ 綿100％ 海外製
■ シャーリング生地 160匁
　 生地サイズ：約34×35cm
■ 顔料/シルクスクリーンプリント

※フェイス・ハンド・マフラー・スポーツ・バスタオルの生地色は、同じです。
　ミニタオルだけ色味が違います。

最大印刷範囲：約28×28cm

生地サイズ：約34×35cm
タオルの端はプリントできません

最大印刷範囲：約16×95cm
生地サイズ：約20×110cm
タオルの端はプリントできません

最大印刷範囲：約54×95cm

生地サイズ：約62×120cm
タオルの端はプリントできません

枠ありプリント　（シルクプリント）
がプリント可能範囲になります。タオルの端にはプリントできません。

最低数量：1枚より
目安納期：注文日から12営業日～の発送
（特急納期サービス：注文当日～10営業日発送）

プリントカラーは全40色から選択
下さい（17ページ掲載）
最大色数6色までプリントできます。

価格はホームページで確認できます！
検 索自動見積り たおる本舗

ホワイト ブルー イエロー グリーン ピンク

タオル表面の毛（パイル）をカットし（シャーリング加工）
目が細かい為プリントがキレイに仕上がります。
スポーツのチームタオル、応援グッズとして最近人気です！
生地は、使いやすい普通の厚さ 240匁と高級感のある厚さ 330匁の
2種類をご用意しました。

■ 綿100％ 海外製
■ シャーリング生地 240匁(普通の厚さ)・330匁(厚め)
　 生地サイズ：約20×110cm
■ 顔料/シルクスクリーンプリント

タオル表面の毛（パイル）をカットし（シャーリング加工）
目が細かい為プリントが大変キレイに仕上がります。
生地は、使いやすい普通の厚さ 800匁です。

ホワイト ブルー イエロー グリーン ピンク
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タオル表面の毛（パイル）をカットし（シャーリング加工）
目が細かい為プリントが大変キレイに仕上がります。
生地は、使いやすい普通の厚さ 160匁です。

■ 綿100％ 海外製
■ 顔料/シルクスクリーンプリント

■ シャーリング生地 800匁
　 生地サイズ：約62×120cm



ミニタオル（日本製）

日本手ぬぐい

全面プリント
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Original Towel

■ 綿100％ 日本製
■ シャーリング生地
　 生地サイズ：約22×22cm
■ 顔料/シルクスクリーンプリント
※ミニタオルだけ他のタオルと色味が
　若干違います。
　フェイス・ハンド・マフラー・スポーツ・
　バスタオルの生地色は同じです。

ホワイト

最大印刷範囲：約18×18cm

生地サイズ：約22×22cm
タオルの端はプリントできません

ブルー イエロー グリーン ピンク

■ 綿100％ 日本製
■ 生地サイズ：約33×90cm
■ 顔料/シルクスクリーンプリント

ホワイト

最大印刷範囲：約28×76cm

※手ぬぐいは白生地のみ

てぬぐいは生地の特性上、ご指定される色より薄く（淡く）
仕上がる場合がございます。
仮にてぬぐいで弊社基本色の青1の様な濃いイメージで仕上げたい場合は
てぬぐい以外の生地（フェイスタオル等）をご選択お願いします。

たおる本舗のミニタオルは、角丸の形状が端正で、
微妙なサイズのばらつきがなく均一です。
非常に丁寧に縫製されており、生地表面の
滑らかな表情が特徴です。

綿100%の日本製手ぬぐいです。生地の両サイドは縫製せず
切りっぱなしになります。
最近、レトロ感が見直され人気です！

タオル生地全体にプリントできます。発色が美しく深みと
柔らかい色調を表現できます。
枠ありプリントやフルカラープリントに比べ、細かい文字・デザ
イン・ライン部分は滲みにより潰れやすい場合があります。

※全面プリントバスタオルの取扱はございません
※手ぬぐいは最短8営業日での発送

・オリジナルタグ作成可能。
・裏面は白色になります。

・くっきりとしたプリント仕上がりになります。
・タオルの端までプリントできます。
・フルカラープリントに比べて安く作れます。

長 所

短 所
・細かいデザインのプリントには向きません。
・写真やグラデーションはプリントできません。
・すべて手作業で行っているため、縫製時に多少の歪みがあります。

タグの刷り色は、「赤・青・黒」から1色お選びください。
小さい文字、太い文字、複雑な文字は潰れやすいです。
スッキリした大きめの字体をご利用下さい。

2品質表示タグがオリジナルで作れます
DICなど細かい色指定はできません。
「赤」「薄い灰色」「背景に近い色」等の
指定でお願いします。

タオル端の縫製糸色が選べます1

全面プリントだけの特典！

デザイン制作について

見切り防止線
タイトルや切れて困る絵などは線内に
収めて下さい。これより外のデザインは
切れたり、ゆがみが出るおそれがあります。

仕上がり位置

塗り足し線

実際のタオルサイズ。
タオルの正面に入れたいデザインはこの
枠内に配置して下さい。

余裕をもってこの線までデザインを製作
してください。これより小さいとプリントが
ずれ、生地の白色が見えます。塗り足し線
の大きさは、生地によって異なります。

※2.5mm以下の細かい表現は
　潰れる、掠れる等の可能性が
　あります。

  2.5mm

  2.5mm

タオル地で出来たミニタオル（ミニハンカチ）。
タオル表面の毛（パイル）をカットし（シャーリング加工）
目が細かい為プリントがキレイに仕上がります。
ハンカチの代わりに持ちやすいサイズ。
人気の角丸です。

■最小ロット：1枚より制作可能
■ 綿100％ 日本製
■ シャーリング生地
■ 顔料/シルクスクリーンプリント
■ 納期：注文後12営業日～の発送
　 （特急納期：最短5営業日での発送）

手ぬぐいは生地の周りを細い
メロウ縫いでの縫製になります。

タグの裏面には洗濯時の
注意書きを記載しています。
※裏面の内容は変更できません。

生地サイズ：約33×90cm
手ぬぐいの端はプリントできません



フルカラープリント（インクジェット印刷） ネーム刺繍
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刺繍位置について・注意事項

1枚から制作可能な全面フルカラーのインクジェット染料プリント。
写真やグラデーション、多色刷りのデザインにオススメです。
　※手ぬぐいのフルカラープリントはしておりません。

タオルプリントをご注文して頂いたお客さま限定！！
ネーム刺繍1枚150円（税込）でお入れします！
※ネーム刺繍のみはできません。必ずプリントとセットになります。 ※記号（★、♥、♬など）、ロゴマークは刺繍できません。
※名入れタオルの生地には刺繍出来ません。 ※ひとつの注文につき糸色・書体は統一して頂くようになります。

※タオルのどこにでも刺繍可能ですが、タオルの端から
　4cm以上は離れます。
　端から10cm以上内側には刺繍出来ません【図1】

※2cm程度位置がズレる場合があります。刺繍位置の
　指定は大まかな位置になります。
※プリントの上にも刺繍は可能ですが、1枚毎にプリント位置
　と刺繍位置が上下左右にずれる事をご了承下さい【図2】

・写真やグラデーションが再現できます。
・タオルの端までプリントできます。
・タオルの柔らかい風合いを保ったままプリントできます。
・色数を気にせず、フルカラープリントが可能です。

長 所

短 所
・制作枚数が多くなっても単価があまり安くなりません。
・若干ぼやけたプリント仕上がりになります。
・希望通りのプリント色が出しにくい技法です。
・すべて手作業で行っているため、縫製時に多少の歪みがあります。

価格はホームページで確認できます！
検 索自動見積り たおる本舗

■ 最小ロット：1枚より制作可能
■ 素材：綿100%(日本製)
■ 染料/インクジェットプリント

■最小ロット：1枚より制作可能（1枚＋150円（税込）サービス価格）
■目安納期：プリント納期+3営業日～

■ 納期：注文後12営業日～の発送
　 （特急納期 最短3営業日で発送）

■パソコンでデザインを作成する場合

デザイン制作について

・カラー形式はRGB形式で制作して下さい。
・制作ソフトはIllustratorがオススメです。
・Photoshopで入稿する場合、原寸で解像度360dpi以上が必要。
  解像度が低いとそのままプリントされるため、ボケてプリントされます。

見切り防止線
タイトルや切れて困る絵などは線内に
収めて下さい。これより外のデザインは
切れたり、ゆがみが出るおそれがあります。

仕上がり位置

塗り足し線

実際のタオルサイズ。
タオルの正面に入れたいデザインはこの
枠内に配置して下さい。

■写真の場合
・500万画素以上で撮影された写真でお願いします。
  画素数が低いとそのままボケてプリントされます。

余裕をもってこの線までデザインを製作
してください。これより小さいとプリントが
ずれ、生地の白色が見えます。塗り足し線
の大きさは、生地によって異なります。

フルカラープリントだけの特典！

●差し替えOK
  名前（漢字・ひらがな・カタカナ・
  アルファベット）、番号、ニックネーム
●差し替えNG
  イラスト・写真・文章・特殊文字・
  記号（★、♥、♬など）・絵文字

名前差し替えサービス（料金/1枚＋1,100円税込）1

タグの刷り色は、「赤・青・黒」からお選びください。
小さい文字、太い文字、複雑な文字は潰れやすいです。
スッキリした大きめの字体をご利用下さい。

2 品質表示タグがオリジナルで作れます
DICなど細かい色指定はできません。
「赤」「薄い灰色」「背景に近い色」等の
指定でお願いします。

3 タオル端の縫製糸色が選べます

※ヘム（タオルの端）の縫製部分には刺繍できません。

※1行での刺繍になります。2行には出来ません。
・刺繍可能範囲：4cm以上、10cm以内 【図1】 【図2】

お客様希望位置

刺 繍
実際の仕上がり例実際の仕上がり例

刺 繍

※生地の歪みやプリントの位置は一枚一枚
個体差があるために多少のズレはご了承ください。

S1 ホワイト

※実際の色と多少異なります。

S2 グレー S3 ブラック S4 レッド

S5 ブルー S6 ブラウン S7 ピンク S8 ライトブルー

S9 パープル

S13 ライトグリーン

S10 オレンジ S11 グリーン S12 イエロー

刺繍糸カラー（全13色）

刺繍フォント
1.4cm
※最小文字
　サイズは1cm

刺繍文字サイズ
最大ひと文字…1.4cm角

※プリント書体と刺繍書体は
　字体が違います。 最小ひと文字…1cm角まで

●日本語書体

●英数書体

ひらがな　カタカナ　漢字ゴシック

ABCD  1234ゴシック

ひらがな　カタカナ　漢字明  朝

ひらがな　カタカナ　漢字楷  書

人気！

人気！

「1枚づつ名前を入れてほしい」「20枚の内、1枚だけ名前をいれたい」と
いったご注文が出来ます。
字体はたおる本舗・フォント集より選択（色・字体は全員統一）

Original Towel

タオル生地は綿100%の高級生地
を使用しています。
全面プリント、フルカラープリントは
原反にプリント、裁断、縫製も自社
工場で行っています。

創業40年以上の実績、年間17,000件以上の受注
年間340万枚以上の生産

自社一貫生産
安心の品質

フルカラープリント機

製版 ミシン縫製

シルクプリント機 生地裁断 大型自動ミシン

加工～発送

オリジナルタオル業界実績 No.1

完
成

写真やイラストを
 そのままタオルに印刷
写真やイラストを
 そのままタオルに印刷

お好きな字体で文字も
入れられます。
注文時にお伝え下さい。

タグの裏面には洗濯時の
注意書きを記載しています。
※裏面の内容は変更できません。

刺繍可能範囲（オレンジの範囲）

10cm以内
生地端から

4ｃｍ
1ｃｍ

ヘム（斜線部分）←



企業用 名入れタオル

TOW
EL         HONPO

Y
U
T
A
K
A

200匁（普  通）

綿100%
日本製

ホワイト サーモン サックス ピンク イエロー ゴールドサンドブルー ティーグリーン

220匁（やや厚）
240匁（厚）

印刷位置：生地端部分
　　　　　片袖 1か所
　　　　　両袖 2か所

企業名やマークをタオルの端部分（7×27cm）に印刷します。
PR・ごあいさつ・記念品 等にも使われています。
最近では結婚式のプチギフトなど、幅広く作成されています。
書体・プリントカラーは17~19ページから選択下さい。
最大色数6色までプリントできます。

①～⑤及びA～Fまでの文字が
一般的によく使われています。
他の字体にも対応できます。

■ 最小ロット：50枚より
■ 素材：綿100%
■ 納期：注文後12営業日～の発送
　 （特急納期 注文当日～10営業日発送）

最
大
印
刷
範
囲

約
7×
27
cm

最
大
印
刷
範
囲

約
7×27cm

生地サイズ

240匁 約34×90cm
220匁 約34×88cm

200匁 約34×88cm(白生地)
　　　  約34×84cm(カラー生地)

価格はホームページで確認できます！
検 索自動見積り たおる本舗

ギフトパッケージ 他にもご要望に応じてご用意できます。ご相談下さい。

のし紙 バリエージョン
基本のし デザインのし

無料でご利用できます。他のデザインはホームページに掲載しています。

緊急時にすぐ使用できるように清潔な
タオルを真空パックにしました。
雑菌を寄せ付けず、場所も取らずに
長期保存が可能です。

A,Bの部分にお好きな文字や、写真、絵が入れられます！

災害・非常用

万一の災害に備えて安心！

真空パックタオル

蝶結び（一般的な祝い事、記念品、粗品）

結び切り（結婚祝い、快気祝い）

A

B

Original Towel

ホワイト

サーモン

サックス

ピンク

イエロー

ゴールド

サンドブルー

ティーグリーン

名入れタオル カラー

熨斗＋透明ポリ
1本入り・サイズ：約225×120mm

紙製エコ熨斗袋
1本入り・サイズ：約240×130mm タオル2本入ケース タオル3本入ケース スポーツタオル1本入ケース

バスタオル1本入ケース

粗品ケース
1本入り・サイズ：約22０×120mm

A B C

D E F

(    

お    

た    

お    

る    )

(    

お    

て    

ふ    

き    )

楷
書
体

明
朝
体

ゴ
シ
ッ
ク
体

筆
字
（
勘
亭
流
）

丸
ゴ
シ
ッ
ク
体

① ② ③ ④ ⑤

名刺透明ポリ
1本入り・サイズ：約225×120mm

■最低ロット：50セット～
■タオル規格：180匁 白フェイスタオル
■内容：タオル1枚入
■タオル素材：綿100％ 海外製
■納期：注文後12営業日～の発送
真空加工：日本
※香川県のたおる本舗工場にて、
　真空パック加工しております。

タオルサイズ：約34×86cm(フェイスタオル)表 裏
ポリ入り仕上がりサイズ：約12cm×20cm

パッケージ例

熨斗への印字無料サービス！
熨斗（のし）を無料サービス
にてお掛けいたしております。
熨斗への印字も承ります。
企業やお店のアピールに
ひと味ちがった販促品や
ノベルティー、粗品タオル
になります。

▲真空パックの上から、のしを掛けます

H
appy

 w
eddin

g

KENTA

HANAE
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御

　礼

た
お
る
本
舗

※名入れ用生地は特性上、生地色
　によってはプリント色が暗くな
　る場合がございます。
　ご指定色に近いイメージで仕上げ
　たい場合はホワイト生地をご選択
　お願いします。

例) サックスに「ピンク4」で紫っぽく、
　  イエローやゴールドに「紺１」で
　  黒っぽく見えます。

上が真空パックタオル、下が通常のタオル

※周囲に５ミリ程度の余白が出来ます。
※のしの背景色や細かいデザインは変
　更が出来ません。
※字体は「プリント字体サンプル」より
　お選び下さい。（文字なしも可能）
※のし紙のサイズは、フェイスタオルで
　A４サイズになります。
　生地サイズにより、のし紙のサイズが
　変わります。



社内一貫生産だからできる！商品到着までの流れ
「短納期」「品質管理」「1枚からOK」お客さまお客さま たおる本舗

　　Tシャツ本舗
・生地種類 - タオルorTシャツ
・デザイン - 詳しくは16ページ
・枚数 - 1枚からOK(Tシャツは10枚～)
・納期 - 最短で注文当日の発送
・包装について

分からないことがあれば
電話やメールで
制作についてアドバイス

価格を確認し、ホームページ
又はFAXでご注文下さい。

たおる本舗では、製版からプリント、検品、
仕上げまでの全工程を自社で行っています。

自社一貫生産

1.品質の安定と保証
2.1枚から大量生産まで可能
3.短納期(緊急時)の対応が可能

校正(出来上がりイメージ図)をメール又はFAXで
お送りします。誤字やデザインに間違いがないか
ご確認ください。確認が遅れますと納期が延びます。
お客様より「デザインOK」の返信をいただいてから
制作になります。メール(FAX)で早めの返信の
ご協力をお願いします。

クレジット
カード決済

代金
引換

店舗
払い

…を決めよう！

1デザイン作成

2 正式発注 注文の確認
校正データの作成

校正完了
タオル作成の開始3 校正確認

お支払い

4 受け取り
校正完了後、正式なお支払い金額をメール又はFAXにてご連絡
します。代金引換支払いの場合、商品受け取り時のお支払いです。

商品発送後、お客様に
「配送会社名」「送り状伝票番号」を
記載したメールをお送りいたします。

（タオル・Tシャツ
　　共通問合せ）

コールセンター

0120-124-335
☎

（タオル)
（Tシャツ)

info@yutaka-towel.com
info@e-tshirt.jp

タオル・Tシャツを作ろ
う！

最初に決めること

検 索たおる本舗

検 索Tシャツ本舗 ユタカ
https://www.yutaka-towel.com

https://e-tshirt.jp

自社一貫生産のメリットとは

デザイン

OK!

12 13

②文字 ③デザイン ④色合い ⑤サイズ

①照合

校了 再校正・
NO.S-

・1mm以下の
細かい表現は

印刷が潰れる
擦れる等しま

す。

注意

備考
・誤字等、もう

一度ご確認下
さい

・仕上がりと
指定の色とは

若干異なりま
す。

重要　複色の
場合、製造工

程上、色と色
との境目が1

～2mm程度
ずれる恐れが

あります。
・生地に多少

の歪みがある
ため、プリント

位置が1cm程
度ずれる恐れ

があります。

　（デザイン
が切れる事は

ありません）

・印刷範囲ギ
リギリでもデ

ザインが切れ
ることはあり

ませんのでご
安心下さい。

生地サイズ/
約840×340

mm

最大印刷範囲

印刷サイズ/
約760×280

mm

フェイスタオ
ル

プリント色：青４、黄１

生地色：白

※カラーの生地でも白色に表示されます

1
たおる本舗

お客様よりいただいたイメージをもとに
たおる本舗・Tシャツ本舗にて校正
(タオル・Tシャツの出来上がりイメージ図)を
作成し、メール又はFAXにて
お送りします。
校正の作成には当日～2営業日
ほどお時間をいただきます。

たおる
本舗

お客様に合った方法でご制作ください。
（詳しくは16ページ）
A.パソコンでデザイン制作する
B.手描きイラスト・ラフスケッチ
C.デザイン素材集

①デザイン校正
②型の製作

③版の製作

④プリント作業

⑤乾燥
⑧箱詰め

⑨出荷

※特急納期の場合は、原則代金引換払いになります。
　（代金引換払いができない場合、銀行・クレジット払いも可能）

銀行
振込

⑥検品

⑦加工



Q
ua

lity assurance of taoru-ho

np
o!

注文が当日12:00以降(1営業日便は当日10:00)の場合は翌営業日の注文扱いになります。
注文後必ずデザイン校正確認をして頂きます。当日14:00迄(1営業日便は12:00迄)に、お客様に
メール(FAX)で校正を送ります。
当日16:00迄(１営業日便は14:00迄)にご確認の上ご返信下さい。16:00以降のご連絡(返信)の場合、
納期が遅れます。早急な確認、返信のご協力お願い致します。

お支払い時の代金引換払いの手数料無料！
他にクレジットカード払い、銀行振込、店舗でのお支払いが可能です。
※特急納期の場合は、原則代金引換払いになります（代金引換払いができない場合、銀行・クレジット払い可能）

エクセル、ワード、その他データ、写真や手描きイラストをプリント可能なデータに無料修正します。
※デザインのお手直しは２回まで無料にて承ります。３回目以降は（当社編集間違いを除きます）修正代を頂いております。
※修正期間として当日～2営業日ほど掛かります。その分納期が延びます、日にちに余裕を持ってご注文下さい。
※文字はフォント集（18-19ページ）から近いものに置き換える場合があります。

『デザインが思いつかない、考える暇がない』
そんな時は、無料で使えるデザインからお選び下さい！⇒17ページ

■ 選べる特急納期 ： 注文後「10営業日」  「8営業日」  「5営業日」
　　　　　　　　　 「3営業日」  「1営業日」  「注文当日」の発送
■ 通常納期 ： 注文後12営業日～の発送

※土曜、日曜、祝日は
　営業日には含まれません。

火
発送

月
AM 注文

火
発送

土
AM 注文

例えば、1営業日
発送の場合

お急ぎなら特急納期！

代金引換払い手数料無料！ クレジットカードOK

無料で使えるデザインをご用意

クレジット
カード決済

代金
引換

銀行
振込

店舗
払い

品質こそが最大のサービスと心掛け、ISO 9001を約10年前から取得しています。
品質マネジメントシステムの規格要求事項を基に、品質保持に取り組んでいます。

「本当に頼んで大丈夫?」そんなご不安を少しでも解消いただければとの思いからの満足保証です。万一、製造
過程において不具合のある商品をお届けしてしまった場合、返金保証(もしくは、作り直してお届け)いたします。

ISO 9001:2008 (登録番号:CI/7320)

　多彩な支払い方法

デザイン修正無料

徹底した品質管理I SO認証取得

たおる本舗のエコ宣言！太陽光発電システム太陽光で作るタオル

１つの注文に付き1カ所無料、2カ所目からは別途料金が掛かります。

北海道から沖縄まで、日本全国お任せ下さい！　　　　送料無料

年間、自社生産300万枚以上の実績！100%品質保証

選べる！

最短 注文当日の発送

たおる本舗 Tシャツ本舗

ただし、以下については、保証の対象とはなりませんので、ご配慮ください
 1. ご注文内容通り（お客様のデータ通りの場合を含む）の商品であるとき
 2. 当社標準基準内での商品であるとき
 3. 宅配業者による遅送・破損

オリジナルタオル
1枚から

皆さまの笑顔が品質の証！

14 15

注  文

校正完了

12 :00迄
メール・FAX

お客様デザイン確認

1営業日便は当日10時迄
当日便は当日の朝9時迄

１６:00迄
1営業日便は当日14時迄
当日便は当日の朝11:30時迄

注文日 当日

発 送 到 着
(四国より)

(沖縄・離島除く)

制作中 完成

当日~12営業日後 発送後約1~２日

天候、交通事情に伴い変更される場合がございます。
到着日数はあくまで目安です。到着日を約束するものではありません。

※商品発送後のご注意

私たちは、太陽光発電を設置することで、消費電力量の一部を賄っています。
       全体の消費電力量からすれば微々たるものですが、私たちの環境に取り組む
             第一歩と考え、「地球を大切に！」を目指して少しずつでも歩んでいく覚悟です。

私たちは、太陽光発電を設置することで、消費電力量の一部を賄っています。
       全体の消費電力量からすれば微々たるものですが、私たちの環境に取り組む
             第一歩と考え、「地球を大切に！」を目指して少しずつでも歩んでいく覚悟です。

送料
0円

自社工場生産
だからできる

、

信頼と実績！



※タオルへプリントした場合、モニター画面と印象が変わります。
※特色を希望の場合、DIC、PANTONE(ソリッドカラー C色・U色)で色を指定下さい。
　但し、プリント色の仕上がりが気になる場合は、有料刷りサンプルをご利用下さい。
※各色、薄い色もご用意しています。ご希望の方は注文時にお申し付け下さい。

蛍光オレンジ蛍光オレンジ

蛍光イエロー蛍光イエロー

蛍光グリーン蛍光グリーン

蛍光ピンク蛍光ピンク

赤-1 (濃赤)

エンジ-2（薄エンジ）

オレンジ-3（薄オレンジ）

茶-1（こげ茶）

黄-2 （レモン色）

グレー-1（一般的な灰色）

グレー-2（薄灰色）

深緑-2（薄深緑）

深緑-3（極薄深緑）

黄緑-2（薄黄緑）

黄緑-3（極薄黄緑）

黄土色 (ゴールド風)

緑-2 （薄緑）

緑-3 （極薄緑）

青-2（藍色）

青-3（一般的な青）

青-4（薄青）

青-5（明るい青）

ピンク-1（ショッキング
ピンク）

ピンク-2（紫がかった濃いピンク）

ピンク-3（紫がかったピンク）

ピンク-5（サーモンピンク）

紫-1 (濃紫)

紫-3 (薄紫)

紺-2 (薄紺)

深緑-1（一般的な深緑）
人気人気

黄-1 （一般的な黄）
人気人気

オレンジ-1（濃オレンジ）
人気人気

緑-1 （一般的な緑）
人気人気

紺-1 (一般的な紺)
人気人気

青-1（濃青）
人気人気

黒 （一般的な黒）
人気人気

ピンク-4
ピンク）

（一般的な人気人気
エンジ）

エンジ-1（一般的な
人気人気

赤-2 (一般的な赤)
人気人気

白

ゴールドゴールド

シルバーシルバー

パールピンクパールピンク

パールブルーパールブルー

※

Ｔ
シ
ャ
ツ
の
み
可
能

プリント色サンプル40色

デザインについて

茶-3（一般的な茶）
人気人気

■線幅について

【枠ありプリントの場合】

・タオルにプリントする場合、線幅と線間隔が最低1mmは必要です。
・線幅1mm以下の場合、インクが擦れて印刷出来ません。
・線間隔1mm以下の場合、インクのにじみでデザインが潰れます。
※1mm以下でもプリントできる場合もありますが、印刷するタオルの表面部分は柔らかい毛
　で出来ているため、線幅と線間隔は太いほどプリントしたときキレイな仕上がりになります。

※上記以外のソフトで作成された場合はPDFやJPGなどの
　形式で保存してご入稿下さい。

デザインの制約
  1mm

  1mm

■ パソコンでデザインを作る場合 (ソフト ファイル形式)

■ ラフスケッチ、手描き原稿の場合

★手描きイラストをそのままプリントする場合

★ラフスケッチから制作する場合

・白紙に黒ペンではっきりとお描き下さい。
（鉛筆、ボールペン不適）
・濃淡やグラデーションはプリント出来ません。
（フルカラープリントタオルは印刷可能→8ページ）
・最大B4までのサイズにお描き下さい。
・原稿はなるべく折り曲げないで下さい。

・郵送、FAX、メールでお送り下さい。

・線幅と線間隔は1mm以上必要です。
※鉛筆書きなど線等が薄い場合、FAXに写らない可能性があります。
※着色してあるデザインやFAXで送れない場合は、郵送またはスキャン画像をメールで送って下さい。

★Illustrator（印刷が綺麗に出るためおすすめです）

★Photoshop( psd、 jpg、bmp )

★エクセル、ワード、パワーポイント、ペインター等の制作データ

・メール、郵送、FAXでお送り下さい。
・白紙に黒ペンではっきりとお描き下さい。
(鉛筆、ボールペン不適)

1. ラフスケッチ入稿 2. たおる本舗で修正 ３. タオル完成！
字体、プリント色を指定
して下さい。

修正したデザインを
プリント前にメールで
ご確認頂きます。

E11番の書体

E18番の書体

青-1

赤－２

デ
ザ
イ
ン
制
作
方
法

模 様デザイン素材集

全面デザイン（イメージ）デザイン素材集

市松模様 ヒョウ柄ゼブラ

星 さくら 波 麻の葉梅

鹿子 七宝

16 17

オレンジ１

左袖 正面

白

白

3A

3A

※ベタの背景に白抜きの線や全面ベタの
　デザインの線は2.5mmは必要です。

対応可能ファイル形式

Illustrator Photoshop

推奨ソフト

WordExcel

対応可能ソフト

EPSA I PSD

JPG

PDF

BMP

.ai .psd .eps .pdf

.jpg .bmp .png

PNG

.xlsx .docx

・デザイン中の文字内容については誤植に
気づく事が困難な為、コピーペーストの
できる状態の文字データをメールで
お送りくださいますようお願い致します。

・鉛筆書きなど線等が薄い場合、FAXに
写らない可能性があるのでご注意下さい。 赤－２

※Ver.CCまで対応しています。
※デザイン中に文字を使用の場合は、アウトライン化を必ずして下さい。

※原寸解像度300dpi以上（フルカラープリントの場合は360dpi以上）
※多色の場合は、各プリント色別にレイヤー分けして下さい。
※テキストなどはラスタライズして下さい。

※保存形式はなるべくPDFでお願いします(文字化け、デザインのズレを防ぐため)
※エクセル、ワードでのご入稿の場合はデザインのスクリーンショットもご一緒にお送り下さい。
※タオルにプリント可能なデータに無料修正します
無料修正の場合、修正期間として当日～2営業日ほど掛かります。

校正データ作成



プリント字体サンプル

18 19

和
文
＋
英
文
書
体

英
文
書
体

・すべての文字で変形が可能です。変形の組み合わせも可能。
　注文時にお伝え下さい。

文字の変形・加工サービス

検 索プリント書体 たおる本舗●たおる本舗HPより抜粋しております。
　この他にも『かな・カナ・英数対応書体』など多数掲載しております。
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グリーンロイヤル
ブルー

レッド
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03
ドライな着心地をリーズナブルに
汗をかいてもサッと吸って素早く乾かす新機能を採用
しながら、うれしいプライスを実現。
スポーツに最適！
低予算でドライTシャツを揃えたい時にピッタリです！

品　番：Tシャツ4.7オンス(5088-01,02)
厚　さ：普通の厚さ(4.7 Oz)Tシャツ
素　材：ポリエステル100%、吸汗速乾素材、UVカット素材
生地カラー：全12色
サイズ：150cm、160cm、S~XL (全6サイズ)

サイズ 150   160　 S　   M　  L　   XL
着丈 59　62　65　68　71　74

身幅 42　45　48　51　54　57

肩幅 39　41　43　45　47　49

袖丈 18　19　20　21　22　23

ターコイズ
ブルー

バイオレット
パープル

トロピカル
ピンク

バーガンディオレンジライム
グリーン

イエローレッドコバルト
ブルー

ブラックネイビーホワイト

2828
COLORS

4040
COLORS

Dog  Life

高級感あるTシャツ 品質重視の方へ
着心地にこだわった贅沢なTシャツ。
「防縮加工」で洗濯にも強い、肌触り抜群の
上質素材を使用。
最も厚手のTシャツです。

品　番：Tシャツ5.6オンス(5001-01、02)
厚　さ：一般的な厚さ(5.6 Oz)Tシャツ
素　材：綿100%(天竺)
　　　(アッシュ、ミックスグレー：綿90%、ポリエステル10%)
生地カラー：全４0色
サイズ：140cm、150cm、S~XL (全6サイズ)

アースカラー

パステルカラー

ライトカラー

ビビッドカラー

バナナ

イエロー オレンジ カリフォルニア
オレンジ

トロピカル
ピンク

レッド バイオレット
パープル

ロイヤル
ブルー

ターコイズ
ブルー

グリーン アップル
グリーン

ゴールド ピンク ラベンダー サックス アクア
ブルー

ライト
イエロー

ライトピンク ベビーピンク アプリコット ライトブルー メロン ミント
グリーン

シティ
グリーン

ベーシックカラー

ホワイト ネイビー ブラック スミ アッシュ ミックス
グレー

ライトグレー チャコール

サックス ライム
グリーン

ライトブルー

アースカラー

パステルカラー

ライトカラー

ビビッドカラー

アイボリー

バナナ

イエロー オレンジ

ゴールド ピンク

ベビーピンク

サンドカーキ ダーク
ブラウン

バーガンディ マット
パープル

スレート インディゴ アイビー
グリーン

シティ
グリーン

ベーシックカラー

ホワイト ネイビー ブラック スミ アッシュ ミックス
グレー

チャコール

1番人気のベーシックな着心地
全40色の豊富なカラーが特徴。
首元はダブルステッチになっている為
何度洗濯しても伸縮を最小限に抑えられます。

品　番：Tシャツ6.2オンス(5942-01)
厚　さ：厚手(6.2 Oz)Tシャツ
素　材：綿100%(天竺)
　　　(ミックスグレー:綿90%、ポリ10%　アッシュ:綿98%、ポリ2%)
生地カラー：全28色
サイズ：S~XL (全5サイズ)

サイズ 140   150　 S　   M　  L　   XL
着丈 55　59　65　69　73　77

身幅 40　43　49　52　55　58

肩幅 36　38　42　46　50　54

袖丈 16　17　19　20　22　24

サイズ XS　  S　   M　  L　   XL
着丈 57　63　68　72　75

身幅 42　47　52　55　60

肩幅 38　42　46　50　55

袖丈 15　18　22　22　23

アイビー
グリーン

インディゴスレートバーガンディダーク
ブラウン

サンドカーキライト
ベージュ

ナチュラル

ドライTシャツ 4.7オンス

Tシャツプリント（シルクプリント）
最低数量：10枚より
目安納期：注文日から12営業日～の発送
プリントカラーは全40色から選択下さい
（17ページ掲載）最大色数3色までプリントできます

正面

正面　最大印刷範囲 約28×34cm
背面　最大印刷範囲 約28×34cm
袖　　最大印刷範囲 約10×10cm

A
B
C

A
B
C

A B CA B C

背面 袖

タオル＋Ｔシャツ
いっしょにご注文で５％割引
※タオルとTシャツをまとめて注文で、それぞれ5%OFF！ご注文の際に備考欄にまとめて注文の旨を記載下さい。タオルとTシャ
ツを3営業日以内にご注文下さい。オーダーメイドTシャツは割引対象外となります。

Tシャツ 厚手 6.2オンス

Tシャツ 一般的な厚さ 5.6オンス

セットが
お得！

1212
COLORS
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オーダーメイドTシャツ 5.6オンス

デザイン性と着心地を
かね備えたTシャツ

品　番：Tシャツ5.6オンス
厚　さ：一般的な厚さ(5.6 Oz)Tシャツ
素　材：綿100%(天竺)

(ミックスグレー:綿90%、ポリエステル10%)
生地カラー：全20色
サイズ：S～XL (全4サイズ)

サイズ   S　   M　  L　   XL
着丈 64　68　72　76

身幅 48　51　54　57

肩幅 44　46　48　50

袖丈 17　19　21　23

オーダーメイドTシャツ 製作工程

お見積もりはTシャツ本舗ホームページの
「オーダーメイドTシャツ」自動見積もりページをご確認下さい 検 索Tシャツ本舗 オーダーメイド

①.印刷 ②.カット

④.えり縫製 ⑤.リボン(裏地)

パーツごとにカットした生地を印刷します。
最大6色印刷まで可能です。

印刷した生地をカット線にあわせてパーツ
ごとに切り分けます。

えり部分を縫い合せます。 襟から肩口にかけて肌に直接触れる裏地
部分に、リボンを縫付けます。

⑦.わき縫製
前身頃と後見頃を脇の部分で縫い合せます。

⑧.そで口
そで口部分を縫います。

⑨.裾縫製
裾部分を縫います。

オーダーメイドＴシャツの完成です。

⑥.そで縫製
そで部分を縫い合せます。

③.パーツ
パーツごとにカットしました。

肩幅
袖丈

身丈

身幅

Tシャツ全体360度すべてにデザインがプリントできる
完全オーダーメイドTシャツです。
印刷範囲は無制限で、肩から裾、または背面まで自由に
印刷が出来るデザインを重視した商品が可能になります。
パーツごとに印刷した生地を裁断し、パーツごとの
専用ミシンを使用して商品を仕上げます。
自社工場で一貫生産することで、低価格・短納期を実現でき
お客様に喜んで頂けるオールジャパン・オンリーワンの
プレミア感のあるオーダーメイドＴシャツが完成します。
これこそ本物のスーパーオリジナルTシャツです。

Tシャツ全体360度すべてにデザインがプリントできる
完全オーダーメイドTシャツです。
印刷範囲は無制限で、肩から裾、または背面まで自由に
印刷が出来るデザインを重視した商品が可能になります。
パーツごとに印刷した生地を裁断し、パーツごとの
専用ミシンを使用して商品を仕上げます。
自社工場で一貫生産することで、低価格・短納期を実現でき
お客様に喜んで頂けるオールジャパン・オンリーワンの
プレミア感のあるオーダーメイドＴシャツが完成します。
これこそ本物のスーパーオリジナルTシャツです。

2020
COLORS

イエロー アイビー
グリーン

ナチュラル ターコイズ
ブルー

シティ
グリーン

バイオレット
パープル

ダーク
ブラウン

オレンジ ベビー
ピンク

レッド

ホワイト ブラック ネイビー ロイヤル
ブルー

インディゴ

バーガン
ディー

ミント
グリーン

トロピカル
ピンク

バナナ ミックス
グレー


