
②のぼり

④日除け幕

①のれん（1枚）

（1枚・砂袋付）

（同じデザインで 2枚）

（10 枚）③Tシャツ

※表示価格はすべて税別です。

46,000円 ①のれん  ②のぼり

※サイズ・数量・色数・仕様に変更がある場合は、別途お見積り申し上げます。お気軽に♪
※染やプリントの条件が同じでもデザインの難易度により価格が変わる場合がございます。

飲食店開業
セット内 容 80,000円 ①のれん  ②のぼり ③Tシャツ

122,000円 ①のれん  ②のぼり ③Tシャツ ④日除け幕

As e t
Bs e t
Cs e t

宮本 旗 店  創 業10 0 周 年【 経営革 新 計画承 認】事 業

飲食店 セット 2色ty pe
のぼりは

カラーOKです!
開業
Re
stau
rant Opening Set

〒805-0050 北九州市八幡東区春の町3丁目2-34

TEL.093-661-3451  FAX.093-661-3462
E-mail : miyamotoflagshop@bg.wakwak.com   URL : https://www.miyamoto-hataten.com

有限会社  宮本旗店
創業大正八年

H700mm×W1800mm・天竺木綿・2色本染・上部共チチ・四つ割れ

H2000mm×W1000mm
９A・2色本染・上下共チチ

H1800mm×W600mm
ポンジ・インクジェット（カラーOK!）
のぼり用ポール2本 胸or背中2色プリント

 開業ツールをお得にセットでご提案。 デザイン難易度によるセット価格の一例

お問い合わせ・お見積り
フォームをご利用ください。



②のぼり

④日除け幕

①のれん（1枚）

（1枚・砂袋付）

（同じデザインで 2枚）

（10 枚）③Tシャツ

※表示価格はすべて税別です。

46,000円 ①のれん  ②のぼり

飲食店開業
セット内 容 80,000円 ①のれん  ②のぼり ③Tシャツ

122,000円 ①のれん  ②のぼり ③Tシャツ ④日除け幕

As e t
Bs e t
Cs e t

宮本 旗 店  創 業10 0 周 年【 経営革 新 計画承 認】事 業

飲食店 セット 2色ty pe
のぼりは

カラーOKです!
開業
Re
stau
rant Opening Set

〒805-0050 北九州市八幡東区春の町3丁目2-34

TEL.093-661-3451  FAX.093-661-3462
E-mail : miyamotoflagshop@bg.wakwak.com   URL : https://www.miyamoto-hataten.com

有限会社  宮本旗店
創業大正八年

H700mm×W1800mm・天竺木綿・2色本染・上部共チチ・四つ割れ

H2000mm×W1000mm
９A・2色本染・上下共チチ

H1800mm×W600mm
ポンジ・インクジェット（カラーOK!）
のぼり用ポール2本 胸or背中2色プリント

 開業ツールをお得にセットでご提案。 デザイン難易度によるセット価格の一例

※サイズ・数量・色数・仕様に変更がある場合は、別途お見積り申し上げます。お気軽に♪
※染やプリントの条件が同じでもデザインの難易度により価格が変わる場合がございます。

お問い合わせ・お見積り
フォームをご利用ください。



②のぼり

④日除け幕

①のれん（1枚）

（1枚・砂袋付）

（同じデザインで 2枚）

（10 枚）③Tシャツ

※表示価格はすべて税別です。

42,000円 ①のれん  ②のぼり

飲食店開業
セット内 容 63,000円 ①のれん  ②のぼり ③Tシャツ

99,000円 ①のれん  ②のぼり ③Tシャツ ④日除け幕

As e t
Bs e t
Cs e t

宮本 旗 店  創 業10 0 周 年【 経営革 新 計画承 認】事 業

飲食店 セット 1色ty pe
のぼりは

カラーOKです!
開業
Re
stau
rant Opening Set

〒805-0050 北九州市八幡東区春の町3丁目2-34

TEL.093-661-3451  FAX.093-661-3462
E-mail : miyamotoflagshop@bg.wakwak.com   URL : https://www.miyamoto-hataten.com

有限会社  宮本旗店
創業大正八年

H700mm×W1800mm・天竺木綿・1色本染・上部共チチ・四つ割れ

H2000mm×W1000mm
９A・1色本染・上下共チチ

H1800mm×W600mm
ポンジ・インクジェット（カラーOK!）
のぼり用ポール2本 胸or背中1色プリント

 開業ツールをお得にセットでご提案。 デザイン難易度によるセット価格の一例

※サイズ・数量・色数・仕様に変更がある場合は、別途お見積り申し上げます。お気軽に♪
※染やプリントの条件が同じでもデザインの難易度により価格が変わる場合がございます。

お問い合わせ・お見積り
フォームをご利用ください。



②のぼり

④日除け幕

①のれん（1枚）

（1枚・砂袋付）

（同じデザインで 2枚）

（10 枚）③Tシャツ

※表示価格はすべて税別です。

42,000円 ①のれん  ②のぼり

飲食店開業
セット内 容 63,000円 ①のれん  ②のぼり ③Tシャツ

99,000円 ①のれん  ②のぼり ③Tシャツ ④日除け幕

As e t
Bs e t
Cs e t

宮本 旗 店  創 業10 0 周 年【 経営革 新 計画承 認】事 業

飲食店 セット 1色ty pe
のぼりは

カラーOKです!
開業
Re
stau
rant Opening Set

〒805-0050 北九州市八幡東区春の町3丁目2-34

TEL.093-661-3451  FAX.093-661-3462
E-mail : miyamotoflagshop@bg.wakwak.com   URL : https://www.miyamoto-hataten.com

有限会社  宮本旗店
創業大正八年

H700mm×W1800mm・天竺木綿・1色本染・上部共チチ・四つ割れ

H2000mm×W1000mm
９A・1色本染・上下共チチ

H1800mm×W600mm
ポンジ・インクジェット（カラーOK!）
のぼり用ポール2本 胸or背中1色プリント

 開業ツールをお得にセットでご提案。 デザイン難易度によるセット価格の一例

※サイズ・数量・色数・仕様に変更がある場合は、別途お見積り申し上げます。お気軽に♪
※染やプリントの条件が同じでもデザインの難易度により価格が変わる場合がございます。

お問い合わせ・お見積り
フォームをご利用ください。



②のぼり

④日除け幕

①のれん（1枚）

（1枚・砂袋付）

（同じデザインで 2枚）

（10 枚）③Tシャツ

※表示価格はすべて税別です。

32,000円 ①のれん  ②のぼり

飲食店開業
セット内 容 53,000円 ①のれん  ②のぼり ③Tシャツ

85,000円 ①のれん  ②のぼり ③Tシャツ ④日除け幕

As e t
Bs e t
Cs e t

宮本 旗 店  創 業10 0 周 年【 経営革 新 計画承 認】事 業

飲食店 セット 1色ty pe
のぼりは

カラーOKです!
開業
Re
stau
rant Opening Set

〒805-0050 北九州市八幡東区春の町3丁目2-34

TEL.093-661-3451  FAX.093-661-3462
E-mail : miyamotoflagshop@bg.wakwak.com   URL : https://www.miyamoto-hataten.com

有限会社  宮本旗店
創業大正八年

H700mm×W1800mm・天竺木綿・1色本染・上部共チチ・四つ割れ

H2000mm×W1000mm
９A・1色本染・上下共チチ

H1800mm×W600mm
ポンジ・インクジェット（カラーOK!）
のぼり用ポール2本 胸or背中1色プリント

 開業ツールをお得にセットでご提案。 デザイン難易度によるセット価格の一例

※サイズ・数量・色数・仕様に変更がある場合は、別途お見積り申し上げます。お気軽に♪
※染やプリントの条件が同じでもデザインの難易度により価格が変わる場合がございます。

お問い合わせ・お見積り
フォームをご利用ください。


