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意思を伝えるということ。自分を証すということ。

人と人がコミュニケーションを交わす限り、

どんなときも、そこにサンビーがあります。

人生のさまざまなシーンにいつも寄り添って、

あなたと、あなたとかかわるだれかのあいだで

大切な意志をしっかりと伝えています。

今日も、人の思いをつなぐコミュニケーションのために。

世界であなただけの一本を、サンビーから。

LIFE with SANBY
いつもそばに。ずっと一緒に。
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C O N T E N T S
ALL LINE UP CATALOG vol.02

インク内蔵 日付表示 回転印 ジョイント

携帯に便利

顔料系

染料系

マークの意味

サンビー・総合カタログ

：顔料系のインクを使用した製品であることを示すマーク。

：染料系のインクを使用した製品であることを示すマーク。

クイックネーム
QUICK NAME 10

プチコールPRO（プロ）・
プチコール

PETIT CALL 48

クイックスタンパー
QUICK STAMPER 20

クイックデーター
QUICK DATA 60

クイックスタンパー差込日付印
QUICK STAMPER 68

スマートフォンよりQRコードでカンタンにホームページへ 
アクセスできます。

〈各JANコードの頭7ケタは共通4962422-＿＿＿末6ケタを表記〉

メールパック

9.5mm丸 クイックC9 Camila

種類 品番 JANコード
ブラックイヤリング ● QCCK-BL001 -079100
ワードローブネイビー ● QCCK-WO001 -079117
ローズペタル ● QCCK-RO001 -079124
ゴールドチャーム ● QCCK-GO001 -079131
グリーンネックレス ● QCCK-GR001 -079148
ガーネットルージュ ● QCCK-GA001 -079155

種類 品番 JANコード
ブラックイヤリング ● QCCB-BL001 -079162
ワードローブネイビー ● QCCB-WO001 -079179
ローズペタル ● QCCB-RO001 -079186
ゴールドチャーム ● QCCB-GO001 -079193
グリーンネックレス ● QCCB-GR001 -079209
ガーネットルージュ ● QCCB-GA001 -079216

品名 品番 JANコード 価格
C9 Camila ブラックイヤリング QCCK-MBL002 -079223

1,540円
(税抜1,400円)

C9 Camila ワードローブネイビー QCCK-MWO002 -079230
C9 Camila ローズペタル QCCK-MRO002 -079247
C9 Camila ゴールドチャーム QCCK-MGO002 -079254
C9 Camila グリーンネックレス QCCK-MGR002 -079261
C9 Camila ガーネットルージュ QCCK-MGA002 -079278

■ キャップをなくす心配もなく、すばやく捺印できるシャッター式。
■ 使わない時は、シャッターが開かないようロックできます。
■ ストラップ（ひも）穴付で紛失防止に。
■ 環境を考えくりかえし使用できるインク補充型。

ボディカラーは6種類

ブラック
イヤリング

ワードローブ
ネイビー

ローズ
ペタル

ガーネット
ルージュ

ゴールド
チャーム

グリーン
ネックレス

縦4文字 
丸ゴシック体

4文字 
古印体

横書き青色 
明朝体

4文字緑色 
古印体

姓＋名小文字 
楷書体

指定文字 
ロゴマーク 
丸枠なし

1文字（姓） 2文字（姓） 3文字（姓）2文字（姓）

●製品サイズ：
　19mmφ×H68mm
　15g

●書体はすべて「楷書体」になります。
●どのような姓でも漢字3文字まで入ります。
●縦書き3文字以内、漢字「姓」のみとなります。
●文字の配列は指定できません。

●最大文字数は6文字までです。
●姓名・名前・ロゴ・アルファベット・数字は別製品です。
●朱以外のインク色、姓＋名（6文字まで）、姓＋小文字、横配列、英字、数字、屋号などの場合は別製品となります。
●書体は別製品作成可能書体よりお選びください。
●ロゴや指定文字の場合は、必ず清刷りを添付してください。
●指定文字・ロゴマークの場合は、別途ロゴ処理代が加算されます。

※インクの色をご指定ください。
※指定のない場合は朱色となります。
※1度含浸させると脱色できません。

対応インク色（顔料系）

赤  青  黒  朱  緑  紫

既製品  別製品  顔料系     

補充インク（顔料系） ▶ P.47
10㎖
429円(税抜390円)

50㎖
1,573円(税抜1,430円)

捺すと同時にシャッターが開く、朱肉のいらないキャップレスネーム印。
ワンランク上の高級さ、女性が好むミニマムなデザイン。

既製品  姓タイプ 1,430円(税抜1,300円)  インクの色は朱色のみとなります。 

別製品  2,200円(税抜2,000円)

楷書体

古印体

丸ゴシック体

明朝体

隷書体

楷書体

行書体

角ゴシック体

篆書体

既製品書体

書体見本（全6書体）

別製品作成可能書体

ストラップ穴付

対応インク色（顔料系）
補充インク QI-18 ▶P.47 朱

対応インク色（顔料系）
補充インク QI-18 ▶P.47 朱

印面サイズ 9.5mm丸

●パッケージサイズ： W80mm×D25.8mm×H134mm

古印体

丸ゴシック体

明朝体楷書体

行書体角ゴシック体

※メールパックは6書体から選べます。

2020年4月発売予定
クイックC6

クイックC9
Camila

クイックC12

クイック6

クイック10

クイック11

クイック12

13

品名

製品ジャンルを
表示しています。

価格

製品情報マーク

JANコード

品番

印面サイズ

既製品既製品 別製品別製品
クイックC6   11
クイックC9 Camila   13
クイックC12   14
クイック6   15
クイック10   17
クイック11   18
クイック12   19

プチコールPRO12   49
プチコールPRO15   50
プチコールPRO18／プチコールPRO ビジネスメッセージタイプ   51
プチコール12   52
プチコール15   53
プチコールsmart24   54
プチコールsmart30   55
プチコール35   56
プチコール部品一覧表   57
プチコールPRO・プチコール レイアウト表／印面サイズ・推奨文字数   59

クイックデーター（小データー）   61
クイックデーター（中データー）   62
クイックデーター（大データー）   63
クイックデーター（デザインデーター）   64
プチコール・クイックデーター デザイン一覧   65
クイックデーター 部品一覧表    66
クイックデーター レイアウト表／ 
印面サイズ・推奨文字数／印面レイアウトデザイン   67

25mm丸／30mm丸   69
25mm角／30mm角   70
16mm丸／35×40mm角   71
部品・付属品一覧   72
名入れサービス   73
自動印（オートスタンプ）   75

クイックスタンパー（既製品）   21
イラスト・英文入りクイックスタンパー   24
ハローキティひとことスタンプ   24
クイックスタンパー（別製品） C12／C16   25
クイックスタンパー（別製品）丸型   26
クイックスタンパー（別製品）角型   27
クイックスタンパー（別製品）長型   29
クイックスタンパーCOLORS 13×42   30
クイックポケットイン   31
クイックスタンパー（別製品）長型   32
クイックスタンパー 1752号 ネームタイプ   33
クイックスタンパー COLORS 17×52   34
クイックスタンパー（別製品）長型   35
クイック一行印   39
クイックセパ   41
クイックフリースタンパー   42
クイックシリーズ 印面サイズ・レイアウト表   43
クイックシリーズ 書体・サイズ見本／文字寸法表   45
クイックインク補充方法   46
クイックインク   47
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記載商品について
製品の形式・仕様は予告なく変更することがあります。また商品の色は印刷
のため、現品と多少異なる場合があります。商品についてのお問い合わせは
サンビー各支店へお願いいたします。

テクノタッチ回転印
TECHNO TOUCH 84

エンドレススタンプ
ENDLESS STAMP 102

ゴム印
RUBBER STAMP 128

勘定科目印   129
学校用評価印   131
通信簿用／捺印器   133
ニューダイヤL／ゴム印セット   134
一般柄付ゴム印   135

オーダーゴム印
ORDER RUBBER STAMP 137

文字サイズ／書体種類   138
のし袋用／氏名印／丸枠文字入印／ゴム角印   139
1行倍数印   140
住所判／風雅印   141
住所判（社名入）   142
複数行印／枠付印   143

スタンプ台
STAMP 144

朱肉
STAMP 172

朱肉   173

印章
SEAL IMPRESSION 154

周辺機器・印鑑ケース
SUPPLIES 178

印箱   179
朱肉・印章セットシリーズ   181
印鑑ケース   185

表札
NAME PLATE 202

表札   203

店頭ディスプレー
DISPLAY 209

名字の森シリーズ／認印シリーズ   210
多面展開用シリーズ／ 
ディスプレーセット用認印／訂正印   211
クイック10／クイック12   212
クイック6   213
回転印ディスプレーセット／テクノ回転印セットフック式／ 
クイックスタンパー・エンドレスセット  214

品番で掲載ページを検索できます。

品番索引 215

タニエバーシリーズ
TANIEVER SERIES 110

テクノタッチデーター
TECHNO TOUCH DATER 76

テクノタッチデーター（オビ構成表）   77
テクノタッチデーター（丸型データー）   78
テクノタッチデーター（小判型データー）   80
テクノタッチデーター（角型データー）   81
テクノタッチデーター 器具・部品一覧表   83

テクノタッチ回転印　欧文連物   85
テクノタッチ回転印　特殊連物   87
テクノタッチ回転印　欧文日付   88
テクノタッチ回転印　特殊日付   89
テクノタッチ回転印　総額表示用8連・消費税対応型7連   90
テクノタッチ回転印（ブリスターパック式）   91
リピスター回転印（ストッパー付）   92
シルバー赤ゴム回転印   96
リピマックス・リピマックスニュースペシャル回転印   99
別製回転印   101

数字セット   103
英字セット   104
記号Bセット／記号Cセット／ひらがなセット／カタカナセット   105
単品／補充用ケース   106
寸法図／寸法一覧表   107
別製エンドレススタンプ   108
のし美字印／かおスタ   109

ネームGキャップレス／ツインGT・GK キャップレス   111
ツインGT・GK/ツインGT・GKロング／タニエバーGTK   112
スタンペンGノック式／スタンペンGノック式ソリッド／スタンペンGT・GK   113
スタンペン 4F／スタンペン 4F CL（キャップレス）／スタンペン4F metal（メタル）   114
和スタンペンGノック式／和スタンペン4F／和ミニG・T・K／和ツインGT・GK   115
レヴィナ ツインGT・GK／レヴィナGT・GK／ポケットアドレス／フォトスタンプ    116
ハローキティ スタンペンGノック式／ハローキティ スタンペン4F／ 
ハローキティ ツインGT・GK／ハローキティ ミニG   117
ハローキティ ネームGキャップレス／ハローキティ はんこケース和紙   118
ハローキティ TSはんこケース／ハローキティ はんこセット／ 
ハローキティ ヒットケース   119
ディズニー   120
リラックマ ネームGキャップレス／リラックマ ツインGT・GK キャップレス／ 
リラックマ スタンペンGノック式／リラックマ スタンペン4F   121
リラックマ ツインGT・GK／リラックマ はんこセット／ 
リラックマ TSはんこケース   122
スヌーピー   123
メールパックシリーズ   125
スタンペン部品一覧   126
タニエバーシリーズ 名入れ   127

サンビースタンプ台（顔料系）   145
スーパーエース スタンプ台／慶弔スタンプ台／万能スタンプ台   146
アートニックS   147
カラーパレット単色／カラーパレット5色コンビ／ニジコ   148
バーサクラフト   149
こまけいこセレクション   150
ステイズオン・ミディ／ステイズオン   151
ステイズオン おなまえ／ステイズオン ピグメント／デリカータ   152
バーサマジック   153

はんこの材質／印鑑の書体   155
訂正印・認・銀行印／はんこケース   156
実印／はんこケース   157
角印（会社印）   158
役職印（代表者印）／割印   159
個人用はんこセット／法人用はんこセット   160
別珍ケース／JPスタンプケース   161
チタンはんこ   162
いちふ   163
サンリオ 和ざいく   164
和（なごみ）ざいく   165
和（なごみ）ざいく プレミアム   166
恋するはんこ   167
プロジェクタースタンプAT／牛皮ひも付印袋   171
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お申し込みコード（15ケタ）を入力
し、手順に従って必要事項をご入力
ください。
アクセス先
https://i-office.sanby.co.jp/
mailorder  へアクセスしてください。
通信費用（パケット通信料等）はお客様のご負担となります。
スマートフォンの一部の機種ではご利用になれない場合があります。

パソコン・スマートフォンからアクセス

商品発送

注文書作成

版下データーを添付して送信

FAXで送信

版下データーの送信メールを作成

1

2

1

2

5

3

4

ファイル形式は解像度1200dpi、
モノクロ2値ビットマップ形式で作成してください。
※形式外のデーター受付はできません。
※illustrator（.ai）等のデーターでの受付はできません。

注文内容以外に版下をメールにて送付する旨
を記載してください。

データー書き出し時は、版下内容より大きめの枠で
囲んでから実行してください。

注文書を送信してください。

用意した版下データーをメールに添付して下
記アドレスまで送信してください。
※�版下データー以外は送信しないでください。Eメー
ルでの受取は版下データーのみとなります。

版下データーはメール1通につき1データーで
送信してください。
※�複数の版下がある場合は、個別のファイルをご用意して個
別にメールを送信してください。

トラブルを避けるため、下記方法にて送信をお願いいたします。

「メールオーダー商品のみ」のお申し込み方法です。
メールオーダー商品はP.13をご覧ください。

ファイル(F)

データ書き出し(E)

ファイル(F)

データ書き出し(E)

〈宛先〉
hansita@sanby.co.jp 本文：得意先コード（わからない場合は営業所に

お問い合わせください。）
得意先名・電話番号・担当者名

添付：版下データー

〈参考〉Windows版 illustratorCCでのファイル作成方法

①�ファイルを選択
②�書き出し（E）─書き出し形式を選択
③�ファイル名を付ける
④�ファイルの種類「BMP」を選び、書き出しをクリック
⑤��カラーモードをモノクロ2階調、解像度その他120PPIで「OK」
をクリック

別製品のご注文について

Eメールによる指定文字（完全版下）入稿
メールオーダー お申し込み方法

サイズ

文字数 指定文字

インク等の色

書体

捺印箇所によって、スペースの規制のあ
る場合があります。押し型見本等でサイ
ズを確認してください。

クイック製品等はインクの色を途中で変
えることはできません。必ずインクの色を
ご指定ください。

押し型見本を例にしてご注文される場
合、文字数に極端な差がありますとイ
メージが変わったり、制作不可能になる
場合がありますのでご注意ください。

加工品の場合はいろいろな書体が使え
ます。書体を必ずご指定ください。

指定文字、ロゴタイプ・マークをご使用
のものは、必ず鮮明な清刷り等、黒色の
原稿を添付してください。（別途加工費
が加算されます。）

パソコン・スマートフォンからのお申し込み

販売店様専用（FAX番号の事前登録が必要です。）

受注後3営業日以内に商品を発送いたします。

メールオーダーご注文時の確認事項
①�お届け先は勝手ながら日本国内に限らせていただきます。

②�ご注文後、誤植・不良品以外の理由による返金・交換やお名前の変更・
お届け先の変更等のご依頼には対応しかねます。

③�お申し込み内容に不明な点がある場合、当社より連絡させていただく場合
がありますので、予めご了承ください。

④�お客様の個人情報は、印鑑部の製造・管理・発送のみに利用いたします。

⑤�ご注文に際してわからないことがございましたら下記へご連絡ください。
　サンビー・株式会社�お問い合わせセンター　TEL.06-6730-7122

QRコードでカンタンお申し込み➡
右記QRコードをスマートフォンで読み込んで�
いただければ「ご注文サイト」へカンタンに�
アクセスできます。

or

注文書

版下データーのご用意
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クイック6

再生ABS、再生PP、再生POM、再生PBT
使用再生樹脂材（ブラックのみ）

P.15

クイック12

再生AS、再生PP
使用再生樹脂材

P.19
イラスト・英文入りクイックスタンパー 

再生ABS、再生POM
使用再生樹脂材

P.24

クイック10

再生AS、再生ABS、再生PE、再生PP、再生PBT
使用再生樹脂材（ブラックのみ）

P.17

クイックC6 

特になし
使用再生樹脂材

P.11
クイックC12 

特になし
使用再生樹脂材

P.14

クイック11 

再生AS、再生PP、再生ABS、再生PBT
使用再生樹脂材

P.18

環境対応商品　ラインナップ

グリーン購入とは？
循環関連六法の1つとして2000年5月に公布、翌2001年4月に施行され
ました。環境負担の少ない商品の購入と、開発・宣伝に力を注ぎ、循環型社
会への構築がその目的。国や自治体の組織消費者が、エコ商品を優先的に
購入し、エコ市場の拡大を目指しています。

日常生活に伴う環境負担の低減を通じ、環境保全に役立つ
商品に「エコマーク」をつけ、商品の環境性能に関する情報を
提供し、消費者の商品選択を促すことが目的です。

グリーン購入法の第6条に定められた特定調達品目およびその
判断基準に合致した商品のこと。
【文具類共通の判断基準─プラスチックの場合─】
再生プラスチックがプラスチック重量の40％以上使用されてい
ること。
製品梱包は可能な限り簡易で再生利用の容易さ、廃棄時の負
荷軽減に配慮されていること。
【品目ごとの配慮事項】
○スタンプ台・印章セット･･･インク、液が補充できること。
○朱肉…�再生プラスチックが製品全体重量の70％以上使用さ

れていること。インク、液が補充できること。

この商品は、グリーン購入ネットワーク（GPN）が運営する『エ
コ商品ねっと（GPNデータベース）』に当社の判断で選んで掲
載している商品です。同サイトは、GPN購入ガイドライン対応
商品やグリーン購入法適合商品を掲載し、商品選択の際に
比較可能な環境データを提供するものです。
（※同ネットの掲載商品はGPNが推奨するものではありません）
【GPNガイドライン】
消耗部分を交換・補充できること

エコマーク グリーン購入法適合商品

GPNエコ商品ねっと掲載商品

再生プラスチック使用

サンビー・の
環境対応商品

再生樹脂を採用。環境対応商品も充実。
リサイクルへの取り組みでエコロジーに貢献します。

クイックC9 Camila

特になし
使用再生樹脂材

P.13

クイックスタンパー既製品

P.21

再生ABS、再生POM、再生PP、再生PE
使用再生樹脂材



8

クイックスタンパー C12 

特になし
使用再生樹脂材

P.25

プチコールPRO（プロ）12・15・18

再生POM、再生PBT、再生ABS
使用再生樹脂材

P.49

ハローキティひとことスタンプ 

再生POM
使用再生樹脂材

P.24

クイックスタンパー（氏名印・科目印タイプ）

P.29

再生PP
使用再生樹脂材

クイックポケットイン

P.31

再生ABS、再生POM
使用再生樹脂材

P.39
クイック一行印 

再生ABS、再生PP
使用再生樹脂材

P.25
クイックスタンパー C16 

特になし
使用再生樹脂材

P.33
クイックスタンパー（ネームタイプ）

再生ABS、再生POM、再生PP
使用再生樹脂材

クイックセパ

再生ABS、再生POM
使用再生樹脂材

P.41

プチコール12

再生ABS、再生PBT、再生POM
使用再生樹脂材

P.52
プチコール15

再生ABS、再生PBT、再生POM
使用再生樹脂材

P.53

クイックスタンパー（別製品）丸型

P.26

再生ABS、再生POM、再生PP、再生PE
使用再生樹脂材

クイックスタンパー（別製品）角型

P.27

再生ABS、再生POM、再生PP、再生PE
使用再生樹脂材

P.29
クイックスタンパー（別製品）長型

再生ABS、再生POM、再生PP
使用再生樹脂材

プチコールPRO15

再生ABS、再生POM、再生PBT
使用再生樹脂材

P.50

クイックスタンパーCOLORS 1342号

再生ABS、再生POM
使用再生樹脂材

P.30

クイックスタンパーCOLORS 1752号

再生ABS、再生POM
使用再生樹脂材

P.34
クイックスタンパー（別製品）長型

再生ABS、再生POM、再生PP
使用再生樹脂材

P.32
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サンビー・の環境対応商品

テクノタッチデーター

再生ABS
使用再生樹脂材

P.77

シュイングベベ25号・40号

再生ABS
使用再生樹脂材

P.173

勘定科目印

再生PS
使用再生樹脂材

P.129
サンビースタンプ台（顔料系）

※金・銀はエコ商品対象外

再生ABS
使用再生樹脂材

P.145

クリア朱肉

再生PC
使用再生樹脂材

P.173

サンビー印箱

再生ABS、再生PS
使用再生樹脂材

P.179

クイックスタンパー差込日付印

再生ABS、再生PP
使用再生樹脂材

P.69

テクノタッチ回転印

再生ABS
使用再生樹脂材

P.85

サンビー慶弔スタンプ台

再生ABS
使用再生樹脂材

P.146

シュイング

再生ABS
使用再生樹脂材

P.173

リピスター回転印

再生ABS
使用再生樹脂材

P.92

スーパーエース朱肉

再生PC
使用再生樹脂材

P.174
シュスタ 

再生ABS
使用再生樹脂材

P.181

そのままオセール

再生ABS
使用再生樹脂材

P.76
クイックデーター

再生ABS、再生PBT、再生POM
使用再生樹脂材

P.61

プチコール35

再生POM
使用再生樹脂材

P.56
プチコールsmart24

再生POM
使用再生樹脂材

P.54
プチコールsmart30

再生POM
使用再生樹脂材

P.55


