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品番 品番 現価格　 新価格 原版代 データ入稿 備考

S-001 ビビッドマグ 900¥ ¥540 不要 必須 ※在庫限りで終了です

S-002 プリマグジュニア版 850¥ ¥900 不要

S-003 プリマグサービス版 900¥ ¥1,000 不要

S-004-008 カラフルマグ 1,400¥ ¥1,550 不要

S-009 スマホスタンド　片面 1,600¥ ¥2,000 不要

S-010 スマホスタンド　両面 2,000¥ ¥2,400 不要

S-011 NEWｹｲﾀｲｽﾀﾝﾄﾞ白 1,800¥ ¥1,900 不要

S-012/013 NEWｹｲﾀｲｽﾀﾝﾄﾞ　ﾋﾟﾝｸ　ブルー 1,800¥ ¥1,900 不要 ※在庫限りで終了です

NEWｹｲﾀｲｽﾀﾝﾄﾞ筒ﾌﾟﾘﾝﾄ有 2,000¥ ¥2,000 不要

S-014 マルチスタンド　片面 1,400¥ ¥1,500 不要

S-015 マルチスタンド　両面 1,800¥ ¥2,000 不要

S-016 フラット型ペン立　片面 1,200¥ ¥1,400 不要

S-017 フラット型ペン立　両面 1,600¥ ¥1,800 不要

S-096 まるペン立 630¥ ¥630 不要 受注生産

ｓ-097 しかくペン立 630¥ ¥630 不要 受注生産

S-018 ネイル型ｽﾀﾝﾄﾞ　片面 1,500¥ ¥1,600 不要

S-019 ネイル型ｽﾀﾝﾄﾞ　両面 1,800¥ ¥2,000 不要

S-020 プリペン立　片面 1,300¥ ¥1,600 不要

S-021 プリペン立　両面 1,600¥ ¥1,900 不要

S-022 タイルプレート　片面 950¥ ¥1,000 不要

S-023 タイルプレート　両面 1,500¥ ¥1,600 不要

S-024 ﾌﾟﾚｰﾄｸﾛｯｸ　大 5,000¥ ¥5,500 不要

S-025 ﾌﾟﾚｰﾄｸﾛｯｸ　中 3,500¥ ¥4,000 不要

S-026 ﾌﾟﾚｰﾄｸﾛｯｸ　小 3,000¥ ¥3,200 不要

S-027 プリ皿　大 3,200¥ ¥3,400 不要

S-028 プリ皿　中 1,700¥ ¥1,800 不要

S-029 プリ皿　小 1,050¥ ¥1,350 不要

S-030 アメリカンマグ 530¥ ¥550 要

S-031 ジュニアマグ 520¥ ¥530 要

S-092-095 カラフルアメリカン 650¥ ¥650 要 ※在庫限りで終了です

S-039 カラフルスタンドマルチ白 1,100¥ ¥1,200 要

S-040 カラフルスタンドマルチブルー 1,100¥ ¥1,200 要 ※在庫限りで終了です
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S-041 カラフルスタンドマルチピンク 1,100¥ ¥1,200 要 ※在庫限りで終了です

S-042 カラフルスタンドスマホスタンド 1,400¥ ¥1,550 要

原版代 イラスト白黒　50個まで 6,600¥ ¥8,500

原版代 イラスト白黒　100個まで 8,800¥ ¥11,500

原版代 イラスト白黒　150個まで 12,100¥ ¥15,500

原版代 イラストカラー単色　50個まで 8,800¥ ¥9,000

原版代 イラストカラー単色　100個まで 11,000¥ ¥11,500

原版代 イラストカラー単色　150個まで 14,200¥ ¥15,000

原版代 イラストフルカラー　50個まで 39,600¥ お見積り

原版代 イラストフルカラー　50個以上 お見積り お見積り

原版代 写真白黒・カラー等 お見積り お見積り

S-046 専用クレヨン 480¥ ¥500 不要

S-047 クレヨンマグ 650¥ ¥700 不要

S-048 クレヨンプレート 600¥ ¥630 不要

Ｓ-049 クレヨンプレート　パステル 650¥ ¥650 不要 ※在庫限りで終了です

S-050 クレヨンスマホスタンド 1,300¥ ¥1,550 不要

S-051 クレヨンマルチスタンド 1,100¥ ¥1,200 不要

S-052 皿立 80¥ ¥100 不要

S-053 転写10色セット 480¥ ¥530 不要

S-054 切り絵マグカップ 650¥ ¥700 不要

S-055 切り絵プレート 600¥ ¥680 不要

Ｓ-056 切り絵プレート　パステル 650¥ ¥650 不要 ※在庫限りで終了です

S-057 切り絵スマホスタンド 1,400¥ ¥1,800 不要

S-060 切り絵マルチスタンド 1,200¥ ¥1,200 不要

S-061 切り絵マルチスタンド　ブルー 1,200¥ ¥1,200 不要 ※在庫限りで終了です

S-062 切り絵マルチスタンド　ﾋﾟﾝｸ 1,200¥ ¥1,200 不要 ※在庫限りで終了です

Ｓ-063-065 牛革製ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ３色　長方形　銀 560¥ ¥600 要

Ｓ-066-068 牛革製ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ３色　丸型　銀 560¥ ¥600 要

Ｓ-069-071 牛革製ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ３色　たまご型　銀 560¥ ¥600 要

Ｓ-072-074 牛革製ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ３色　ループ　銀 570¥ ¥600 要

Ｓ-078-080 牛革製ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ３色　長方形　金 770¥ ¥850 要

Ｓ-075-077 牛革製ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ３色　四角　金 770¥ ¥850 要

Ｓ-081-083 牛革製ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ３色　丸型　金 790¥ ¥850 要

11,000¥ ¥14,000ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ用原版代 数量に関係なく1回の制作にかかります



14,300¥ ¥17,300ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ用原版代校章入 数量に関係なく1回の制作にかかります

Pri-mug  （株）一幸陶苑   

〒509-5132 
岐阜県土岐市泉町大富233-4 

※平成30年10月1日より新価格にて販売を行います。 


