








【 の ぼ り 】 注 文 書
この注文書をプリントアウトし、必要事項をご記入の上、メール（注文書をJPGかPDFで添付）もしくはFAXでお送りください。 

miyamotoflagshop@bg.wakwak.com
（有）宮本旗店メールアドレス

※お問い合わせは『TEL.093-661-3451』や『お問い合わせフォーム』からも承っております。お気軽に♪

FAX.093-661-3462
（有）宮本旗店FAX番号

お名前（ご注文者様）

お名前（フリガナ）

E-Mail

ご住所

電話番号

ポール（色）

片面印刷（デザインNO.） 例（NS）-（W）-（01）

（　　）-（　　）-（　　）
生地を選択

有  ・  無

●「W600×H1800mm」・「W700×H2100mm」からサイズを選択

●生地を選択

ポンジ（のぼりの約90％にポンジが使用されています、薄くて軽いリーズナブルな素材で最も一般的な生地です）

トロピカル（ポンジの約2倍の糸の太さで抜群の耐久性を持ちます）

ツイル（トロピカルと同じ糸を約1.3倍の密度で織った、のぼり・旗の中でも特に耐久性に優れた生地です）

●片面印刷（デザインを選択）  ●印刷：インクジェット（ツイルは両面転写）

●のぼり用のポール付き（ポールの色を選択）

●名前の差し替えがある場合は、ベースのデザインは同じものになります。

水色　・　白　・　黒

ポンジ  ・  トロピカル  ・  ツイル

製作枚数

名前差し替え （　　  ）枚
のぼりに入れるお名前（名前差し替えがある場合は、すべての方のお名前をご記入ください）

のぼりの仕様
【送信日】 年 月 日

mailto:miyamotoflagshop@bg.wakwak.com
https://www.miyamoto-hataten.com/contact.php


〒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

価 格 表

※骨は「黒染め」「白竹」同じ価格です。　※扇子立て付き・1本箱付き　※5本以上は別途お見積りいたします。

※表示価格はすべて税別　※別途お見積りは「お問い合わせ・お見積りフォーム」をご利用ください。

1本 ＠11,000

＠9,800 （合計19,600円）

＠9,300 （合計27,900円）

＠9,000 （合計36,000円）

＠8,800 （合計44,000円）

2本（名前差し替え2名様分）

3本（　　〃　　3名様分）

4本（　　〃　　4名様分）

5本（　　〃　　5名様分）

扇子単価表

※のぼり用ポールはサービスです。　※5枚以上は別途お見積りいたします。

※スウェードの場合、裏は白になります。　※「W2700×H1800mm」・「W3000×H2000mm」は生地2枚繋ぎになります。

※加工は「上下ヒートカット・左右棒袋（のぼり用ポール付き）」か「周囲縫製・四隅裏レザーハトメ付き」のいずれかになります。

※複数枚は別途お見積りいたします。

1枚

枚数

＠8,800

ポンジ トロピカル ツイル

サイズ：W600×H1800mm

＠6,300

＠5,500

＠5,200

＠4,900

＠9,000

＠6,500

＠5,700

＠5,400

＠5,200

＠19,800

＠17,800

＠16,800

＠15,500

＠14,800

2枚（名前差し替え2名様分）

3枚（　　〃　　3名様分）

4枚（　　〃　　4名様分）

5枚（　　〃　　5名様分）

のぼり単価表

1枚

枚数 生地

生地

＠9,800

ポンジ トロピカル ツイル

サイズ：W700×H2100mm

＠7,300

＠7,000

＠6,500

＠6,300

＠10,500

＠8,000

＠7,200

＠6,800

＠6,500

＠22,500

＠20,800

＠19,500

＠18,500

＠17,800

2枚（名前差し替え2名様分）

3枚（　　〃　　3名様分）

4枚（　　〃　　4名様分）

5枚（　　〃　　5名様分）

※本数は名前差し替えの人数分で、ベースのデザインは同じになります。

※表記外のセットは別お見積りいたします。

※2点セットも承っております。【例】扇子1本+のぼり1枚〈幕なし〉セット特価17,800円（単品で購入した場合19,800円）

※のぼり、幕のサイズや素材違いも承っております。お気軽にお問い合わせください。

扇子1本   +   のぼり1枚   +   幕1枚 59,800円

69,800円 （　　　〃　　　  77,200円）

（単品で購入した場合 64,800円）

79,800円 （　　　〃　　　  89,400円）

89,800円 （　　　〃　　　101,800円）

99,800円 （　　　〃　　　113,500円）

 〃 2本   +     〃  2枚   +   〃1枚

 〃 3本   +     〃  3枚   +   〃1枚

 〃 4本   +     〃  4枚   +   〃1枚

 〃 5本   +     〃  5枚   +   〃1枚

3点セット価格表 ※扇子・のぼりの数量は、名前差し替えの人数分で、デザインモチーフはすべて同じになります。

※枚数は名前差し替えの人数分で、ベースのデザインは同じになります。

ポンジ

生地

25,500円

W2100×H1400mm W2700×H1800mm W3000×H2000mm

26,500円

34,800円

39,800円

43,000円

59,000円

45,000円

48,000円

67,500円

トロピカル

スウェード

22,500円

W1800×H1200mm

23,000円

29,500円

幕 価 格 表
サイズ

※片面1枚の価格です。

セット特価

〃　　

〃　　

〃　　

〃　　

https://www.miyamoto-hataten.com/contact.php










片面印刷（デザインNO.） 例（NS）-（W）-（01）

（　　）-（　　）-（　　）
生地を選択

ポンジ  ・  トロピカル  ・  スウェード

【送信日】 年 月 日

【 幕 】 注 文 書
この注文書をプリントアウトし、必要事項をご記入の上、メール（注文書をJPGかPDFで添付）もしくはFAXでお送りください。 

miyamotoflagshop@bg.wakwak.com
（有）宮本旗店メールアドレス

※お問い合わせは『TEL.093-661-3451』や『お問い合わせフォーム』からも承っております。お気軽に♪

FAX.093-661-3462
（有）宮本旗店FAX番号

お名前（ご注文者様）

お名前（フリガナ）

E-Mail

ご住所

電話番号

いずれかの加工を選択

●「W1800×H1200mm」・「W2100×H1400mm」・「W2700×H1800mm」・「W3000×H2000mm」からサイズを選択

●「W2700×H1800mm」・「W3000×H2000mm」は生地2枚繋ぎになります。

●生地を選択

ポンジ（のぼりの約90％にポンジが使用されています、薄くて軽いリーズナブルな素材で最も一般的な生地です）

トロピカル（ポンジの約2倍の糸の太さで抜群の耐久性を持ちます）

スウェード（高級感のある素材です。細い繊維で高密度に織った生地なので、ツヤがあり、風合いもよい優れた生地です）

●スウェードの場合、裏面は白になります。

●片面印刷（デザインを選択）  ●印刷：インクジェット  ●製作枚数：1枚

●加工は「上下ヒートカット・左右棒袋（のぼり用ポール付き）」か「周囲縫製・四隅裏レザーハトメ付き」の

いずれかになります。

幕に入れるお名前（複数名のお名前を入れる場合は、すべての方のお名前をご記入ください）

幕の仕様

上下ヒートカット・左右棒袋（のぼり用ポール付き）  ・   周囲縫製・四隅裏レザーハトメ付き

mailto:miyamotoflagshop@bg.wakwak.com
https://www.miyamoto-hataten.com/contact.php


〒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

価 格 表

※骨は「黒染め」「白竹」同じ価格です。　※扇子立て付き・1本箱付き　※5本以上は別途お見積りいたします。

※表示価格はすべて税別　※別途お見積りは「お問い合わせ・お見積りフォーム」をご利用ください。

1本 ＠11,000

＠9,800 （合計19,600円）

＠9,300 （合計27,900円）

＠9,000 （合計36,000円）

＠8,800 （合計44,000円）

2本（名前差し替え2名様分）

3本（　　〃　　3名様分）

4本（　　〃　　4名様分）

5本（　　〃　　5名様分）

扇子単価表

※のぼり用ポールはサービスです。　※5枚以上は別途お見積りいたします。

※スウェードの場合、裏は白になります。　※「W2700×H1800mm」・「W3000×H2000mm」は生地2枚繋ぎになります。

※加工は「上下ヒートカット・左右棒袋（のぼり用ポール付き）」か「周囲縫製・四隅裏レザーハトメ付き」のいずれかになります。

※複数枚は別途お見積りいたします。

1枚

枚数

＠8,800

ポンジ トロピカル ツイル

サイズ：W600×H1800mm

＠6,300

＠5,500

＠5,200

＠4,900

＠9,000

＠6,500

＠5,700

＠5,400

＠5,200

＠19,800

＠17,800

＠16,800

＠15,500

＠14,800

2枚（名前差し替え2名様分）

3枚（　　〃　　3名様分）

4枚（　　〃　　4名様分）

5枚（　　〃　　5名様分）

のぼり単価表

1枚

枚数 生地

生地

＠9,800

ポンジ トロピカル ツイル

サイズ：W700×H2100mm

＠7,300

＠7,000

＠6,500

＠6,300

＠10,500

＠8,000

＠7,200

＠6,800

＠6,500

＠22,500

＠20,800

＠19,500

＠18,500

＠17,800

2枚（名前差し替え2名様分）

3枚（　　〃　　3名様分）

4枚（　　〃　　4名様分）

5枚（　　〃　　5名様分）

※本数は名前差し替えの人数分で、ベースのデザインは同じになります。

※表記外のセットは別お見積りいたします。

※2点セットも承っております。【例】扇子1本+のぼり1枚〈幕なし〉セット特価17,800円（単品で購入した場合19,800円）

※のぼり、幕のサイズや素材違いも承っております。お気軽にお問い合わせください。

扇子1本   +   のぼり1枚   +   幕1枚 59,800円

69,800円 （　　　〃　　　  77,200円）

（単品で購入した場合 64,800円）

79,800円 （　　　〃　　　  89,400円）

89,800円 （　　　〃　　　101,800円）

99,800円 （　　　〃　　　113,500円）

 〃 2本   +     〃  2枚   +   〃1枚

 〃 3本   +     〃  3枚   +   〃1枚

 〃 4本   +     〃  4枚   +   〃1枚

 〃 5本   +     〃  5枚   +   〃1枚

3点セット価格表 ※扇子・のぼりの数量は、名前差し替えの人数分で、デザインモチーフはすべて同じになります。

※枚数は名前差し替えの人数分で、ベースのデザインは同じになります。

ポンジ

生地

25,500円

W2100×H1400mm W2700×H1800mm W3000×H2000mm

26,500円

34,800円

39,800円

43,000円

59,000円

45,000円

48,000円

67,500円

トロピカル

スウェード

22,500円

W1800×H1200mm

23,000円

29,500円

幕 価 格 表
サイズ

※片面1枚の価格です。

セット特価

〃　　

〃　　

〃　　

〃　　

https://www.miyamoto-hataten.com/contact.php



