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ならRAMPAGEにおかませ！
オリジナルグッズ・激安即納印刷

お見積りやお問い合わせはコチラから！
☎082-227-1212
E-mail :info@web-rampage.com

株式会社 RAMPAGE
広島県広島市中区東白島町12-9
TEL:082-227-1212 FAX:082-227-1211
E-mail.info@web-rampage.com

アイテム提案から
デザイン、

販売方法までプロ
デュース！

オリジナルのイベントグッズや販促グッズ作れます！

コストダウン
低価格
印刷による

RAMPAGEならその両方
が1社で可能！

必要だけど高い。
安く済ませたい方に。

売上アップ
グッズ制作
販売による

どこに頼めばいいか
分からない。売り方も。

「こんなアイテムを作りたい！」、「デザインの作り方がわからない」、「少ない費用で作れるの？

注文してから届くまでどれくらい掛かるの？」すべてのお悩みやご相談はRAMPAGEまで！！

例えばイベント開催だと…。
イベント盛り上げるためにTシャツ
を制作したい！イベントのグッズも
作って販売、利益を作りたい！

告知するためにチラシやポスターを
印刷してプロモーションも同時にし
たい！グッズのことも広報したい！

ポスターチラシ・フライヤー

オリジナルうちわ
名刺

株式会社  R AMP AG E

印 刷 太 郎

印刷事業部　部長

〒730-0004広島県広島市中区東白島町12-9 はくしま東ビル1F

TEL：082-227-1212 /  FAX：082-227-1211

URL： http://www.web-rampage.com
携帯電話：090-1234-5678
直通E-mail：insatsu@web-rampage.com

ショップカード・ステッカー



オリジナルタオル（インクジェット）
最小ロット 10枚～から

素材 オススメ用途綿　＊日本製 イベント・グッズ

オリジナルタオル（版）よりはコストは掛かりますが、デザインや色数を問
わない自由なプリントが可能です。写真や鮮やかなデザイン・グラデーショ
ンなどもお好きに再現できます。版を作成しないので少ないロットからのご
注文が可能です。

オリジナルタオル（版）
最小ロット 100 枚～から

素材 オススメ用途綿　＊日本製 イベント・グッズ

オリジナルグッズ定番のタオルです。形状や
素材も様々ご用意しております。今回オスス
メしているのはインクジェット印刷 ”で刷るオ
リジナルタオルです。従来の ”版 ” での印刷と
違い色数もグラデーション・細かい描写など
も忠実に再現できます。高クオリティのアイ
テムが作れます。ミニタオルから各種取り揃
えております。ジャガード織も対応。

フード付きタオル
最小ロット 100 枚～から 100 枚～から

素材 オススメ用途綿　＊日本製 イベント・グッズ

インパクトあるアイテムをお探しの方にはオススメのフード付きタオル。夏
や日差しが気になる女性などに人気のアイテムです。首に巻いた部分がズレ
ないようなホックボタンを付けるなどのカスタムも可能。海やアウトドアな
どのレジャーや屋外ライブなどでも大活躍でファッショナブルなアイテム。

オリジナルTシャツ（版・インクジェット）
最小ロット

素材 オススメ用途綿など　＊日本製 イベント・グッズ

コチラも定番のオリジナル Tシャツです！タオルと同じく予算やデザインに
よってプリントなども各種ございます。ボディ部分（Tシャツ）も一流メー
カーのボディをご用意。素材やカタチにこだわる方のご要望にもお応えいた
します。サイズも SS～XXL まで　冬はパーカーやジャージなども有。

オリジナルトートバッグ
最小ロット 100 個～から

素材 オススメ用途100 枚～から＊日本製 販促品・グッズ

毎日持つものとしても人気のトートバッグ制作。イベントグッズをまとめて
入れたり、普段使いでバッグ自体が ”広告塔 ”の役目にもなる販促品として
重宝されています。毎日使用しても丈夫な素材でクオリティも問題ありませ
ん。形状や素材も各種ございます。

iPhone ケース &スマホケース
最小ロット 100 個～から

素材 オススメ用途ポリエステルストレッチ生地
ポリカーボネート等＊海外製 販促品・グッズ

スマートフォンが普及している昨今、オリジナルのケースの制作が大変増え
ています。会社やブランド、団体でお揃いのオリジナルケースを制作してみ
ませんか？ソフトケースの方はデザインだけではなくクッション性も高く大
事なスマートフォンを保護します。今注目の商品です！

キーホルダー各種・バッヂ・ストラップ
最小ロット 100 個～から

素材 オススメ用途ラバー・金属等 イベント・グッズ

オリジナルの定番と言えばコチラも大人気！写真の商品以外にもネックスト
ラップ・モバイルクリーナー・お守り・シュシュ・リボン・携帯ストラップ・
レガーレ・ブレスレット・リストバンドなど何でもございます！！用途やデ
ザインによってアイテムをご提案いたします。

高クオリティ・短納期の【印刷】で業務にかかるコストをダウン。【オリジナルグッズ制作】で販促に繋げる、販売で売上アップ。RAMPAGE  TEL: 082-227-1212

RAMPAGE のオリジナルグッズ制作　主力商品
オリジナルのアーティストグッズやイベントグッズ、販促アイテム制作に実績ある RAMPAGE が提案するアイテムは高品質で多様な
アイテム展開。スケジュールなどによる急なご発注にも可能な限り対応致します。

色がハッキリ分かれているデザインに向いている制作
方法。インクジェット制作よりも安価に制作できます。
イベントやアーティストグッズにオススメです！

発色のキレイなインクに高品質なタオル地を使用。洗濯しても色落ちや抜けなども少ない手ざわりの良いタオルです。

スポーツタオルサイズ

フェイスタオル
サイズ

ミニタオル :20cm×20cm/25cm×25cm
ハンドタオル :35cm×35cm
フェイスタオル :35cm×85cm
スポーツタオル 35cm×120cm
マフラータオル :20cm×115cm
バスタオル :60cm×120cm
素材 : 綿

大人気！

注目！

注目！

高品質

定番



CDプレス・ジャケット・パッケージ各種
最小ロット 300 個～から（種類による）

素材 オススメ用途厚紙・プラ等 グッズ・音楽活動

アーティスト活動やイベント等での録音・録画物を製品レベルでプレス・パッ
ケージ製作致します。プロクラスの品質でお客様の要望に合わせた形状で納
品できます。CDだけではなく、DVDのパッケージもモチロン安価で作れま
す！小ロットからの受付可能！ぜひご検討下さい！

高クオリティ・短納期の【印刷】で業務にかかるコストをダウン。【オリジナルグッズ制作】で販促に繋げる、販売で売上アップ。RAMPAGE  TEL: 082-227-1212

RAMPAGE の激安・即納 印刷　主力商品
RAMPAGE の提案する印刷は高品質なのは当然！しかも激安・スピード納品が ”売り ”です！！
オリジナルグッズと共に印刷でイメージを統一するなど 1社で実現できるのは RAMPAGE だけ！！ぜひ普段使いの印刷屋さんに！

フライヤー印刷

名刺印刷 ステッカー印刷 冊子印刷

チケット・金券印刷

うちわ印刷

ポスター印刷 ポストカード印刷

安心のWEB印刷大手 正規代理店です！
商品ラインナップは下記URLまたは検索で「キンプリ」でアクセス！

代理店価格をご提供！！HPの価格よりさらに割引致します！納品も通常よりスピーディー！

http://kingprinters.com/

A6サイズ 135kg コート表フルカラー／裏白黒

納期 2営業日（翌日仕上がり、日・祝除く）

1枚あたり 約 2.4 円

¥4,798から

A2サイズ 135kg コート片面フルカラー

納期 2営業日（翌日仕上がり、日・祝除く）

2000部

名刺サイズ 180kg 上質紙 両面フルカラー

納期 3営業日（翌日仕上がり、日・祝除く）

1枚あたり 約 16円

¥3,230から

200部

50mm×50mm 四角ステッカー コート PP片面フルカラー

納期 3営業日（翌日仕上がり、日・祝除く）

1枚あたり 約 11円

¥5,871から

500部

1枚あたり 約 59円

¥11,847から ら

200部

A6サイズ 180kg コート両面フルカラー

納期 3営業日（翌日仕上がり、日・祝除く）

1枚あたり 約 3.4 円

¥10,080か

3000部

規格外やオリジナルボディからの T シャツ製作
などのご要望にも可能な限りお応えいたしま
す！タイトなサイズの T シャツや通常だとプリ
ントできない箇所への印刷なども実現致しま
す！オリジナリティなアイテムや個性的なグッ
ズをお求めの方にオススメです！！

アイテム製作だけではなく販売までを包括的にサ
ポートいたします。販売用 POP の作成もお手伝
い！グッズと POP を並べればすぐにでも販売が
スタートできます！！デザイナーがいないから
グッズが作れない！という方にも弊社所属のデザ
イナーがデザイン作りからご協力いたします！

・オリジナルボディ Tシャツ
・Tシャツ前面プリント
・規格外形状・サイズ

イベントチラシデザイン
Tシャツ・タオルデザイン
名刺・ロゴデザイン
など何でもOK！

デザインも安価に。
販売のスタートの
お手伝いも！

完全オーダーメイド
グッズも製作可能！



グッズを作ったりイベントを企画すると次は販売に向けての宣伝や広報活動という
流れになりますが、今の時代独自の販売網が無くてもウェブの世界ですぐにでも・
誰にでもお店を持つことができます。高いデザインと使いやすいレイアウトでのウェ
ブサイト構築をご提案できます。グッズやその他の制作とともにウェブサイトの新
設・リニューアルもいかがでしょう？

お見積りやお問い合わせはコチラから！
☎082-227-1212
E-mail :info@web-rampage.com

株式会社 RAMPAGE
広島県広島市中区東白島町12-9
TEL:082-227-1212 FAX:082-227-1211
E-mail.info@web-rampage.com

商品お見積りお問い合わせ 打ち合わせ デザイン制作 製作・納品

季節や商品によって納期は異なります。製作の場合はお早めに
お問い合わせください。2週間から1ヶ月程度にて納品

グッズ・印刷行程の流れ

（依頼をされた場合）

イベント 店舗

チラシ・フライヤー印刷

ポスター印刷

チケット印刷

グッズ制作

WEB制作

デザイン制作

メニュー制作

店舗ロゴ・看板制作

店内用装飾アイテム制作

オリジナルユニフォーム制作

チラシ・フライヤー印刷

包括的なグッズ製作&印刷等の提案
弊社サービスが提案するのは 1社ですべてを包括的に一貫製作できるという強みがあります。アイテムごとに企業を変える必要がな
いので予算も抑えられ、製作スピードも短くて済みます。製品イメージも統一しやすいのも特徴です。

写真撮影も可能です！（広島県内に限ります） 料金はお問い合わせ下さい！
スタジオでの撮影やロケ・商品撮影や人物撮影などお客様のニーズに合わせて撮影をコーディネート致します。

ホームページ制作も承ります。

ショップカートを設置した販売サイト SNS などを活用したウェブサイト構築


