


















サイズ：W450×H350×D200mm
材　質：ジュート・PP（本体）
内入数：1個
外　箱：24個　約7.5kg
　　　（W480×H390×D500mm）
上　代：オープン価格

サイズ：W450×H330×D150mm
材　質：ジュート・PP（本体）
　　　　コットン（ハンドル）
　　　　真鍮ニッケル（アイレット）
内入数：1個
外　箱：24個　約8.5kg
　　　（W580×H340×D600mm）
上　代：オープン価格

ハウラージュートマイバッグ
2Way ナチュラル 
品番：HJEB681
JAN：4589789856818

ハウラージュートマイバッグ
舟形トート ナチュラル
品番：HJEB682
JAN：4589789856825

サイズ：W550×H450×D250mm
材　質：ジュート・PP（本体）
　　　　コットン（ハンドル）
　　　　真鍮ニッケル（アイレット）
内入数：1個
外　箱：24個　約11.0kg
　　　（W580×H490×D420mm）
上　代：オープン価格

ハウラージュートマイバッグ
EL-LL ナチュラル 
品番：HJEB680
JAN：4589789856801     

サイズ：W240×H300mm
材　質：ジュート（本体）
　　　　コットン（ヒモ）
内入数：1個
外　箱：20個　約1.5kg
　　　（W260×H150×D320mm）
上　代：オープン価格

サイズ：W320×H400mm
材　質：ジュート（本体）
　　　　コットン（ヒモ）
内入数：1個
外　箱：20個　約2.5kg
　　　（W340×H150×D420mm）
上　代：オープン価格

ハウラージュートポーチ
M ナチュラル 
品番：SHJEB683
JAN：4589789856832

ハウラージュートポーチ
L ナチュラル
品番：HJEB684
JAN：4589789856849

単重：約60g

単重：約440g

容量

約45L

単重：約290g

容量

約18L

単重：約330g

容量

約13L

単重：約60g

容量

約0.7L

単重：約100g

容量

約1.3 L
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サイズイメージ

サイズイメージ

サイズイメージ

サイズイメージ

サイズイメージ

※ジュートは天然素材を使用している為、製品の色目など濃淡にバラツキが出る場合がございます。
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サイズ：W240×H300×D240mm
材　質：ジュート・PP（本体）

内入数：1個
外　箱：24個　約4.5kg
　　　（W380×H380×D500mm）
上　代：オープン価格

ハウラージュートバスケット
ラウンド ナチュラル
品番：HJEB685
JAN：4589789856856

サイズ：W100×H305×D100mm
材　質：ジュート・PP（本体）
　　　　コットン（ハンドル）
内入数：1個
外　箱：48個　約6.0kg
　　　（W220×H380×D300mm）
上　代：オープン価格

ハウラージュートワインバッグ
ラウンド ナチュラル
品番：HJEB688
JAN：4589789856887

容量

約1.4L
単重：約120g

容量

約15L
単重：約100g

容量

約1.6L
単重：約130g

サイズ：W100×H350×D100mm
材　質：ジュート・PP（本体）

内入数：1個
外　箱：48個　約5.0kg
　　　（W220×H380×D300mm）
上　代：オープン価格

ハウラージュートワインバッグ
スクエア ナチュラル
品番：HJEB687
JAN：4589789856870

容量

約2L
単重：約100g

サイズ：W380×H420mm
材　質：ジュート（本体）

内入数：1個
外　箱：20個　約3.0kg
　　　（W400×H150×D430mm）
上　代：オープン価格

ハウラージュートマイバッグ
ショッピングトート 
品番：HJEB886
JAN：4589789856863

単重：約160g

容量

約10L

サイズ：W350×H610×D110mm
材　質：コットン

内入数：1個
外　箱：30個　約3.5kg
　　　（W430×H80×D450mm）
上　代：オープン価格

ハウラー
コットンマイレジ袋 L 
品番：HJEB689
JAN：4589789856887

単重：約100g
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SQジュート エコバッグ トート 保冷
ピンク 
品番：SJEB462
JAN：4589789854623

SQジュート エコバッグ トート 保冷
ブルー
品番：SJEB463
JAN：4589789854630

SQジュート エコバッグ トート 保冷
アイボリー
品番：SJEB464
JAN：4589789854647

SQジュート エコバッグ トート 保冷
マゼンタ
品番：SJEB465
JAN：4589789854654

サイズ：W470×H400×D150mm
材　質：ジュート・PP・アルミ（本体）　コットン（ハンドル）
　　　　真鍮ニッケル（アイレット）
原産国：インド
内入数：3個
外　箱：24個（W500×H430×D670）約8.2kg
上　代：2,728円（税込）（2,480円＋税）

カラー展開

■ファスナー付き
　内側アルミ仕様（保冷・保温効果）

SQジュート エコバッグ トート 保冷
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SQJB-KA001

SQJB-KA004 SQJB-KA006 SQJB-KA007 SQJB-KA010 SQJB-KA011

SQJB-KA022

SQJB-KA023 SQJB-KA024 SQJB-KA025 SQJB-KA026 SQJB-KA027

■ シルク印刷例

JUTE BAG
ジュート製エコバッグ・シルク印刷

カラフルな色展開が可能・AZO Free(アゾフリー）インク使用

OEM・名入れ出来ます！
環境配慮型ノベルティに最適！！

シルク印刷は一色ごとに版を作成し印刷
する技法です。ハンドメイドの味わいの
ある仕上がりになります。プリント製法
なので大量に生産する場合はコストを下
げる事が可能です。500 個～大量生産に適しています。

【シルク印刷入稿データについて】

●入稿データは、イラストレータデータでお願いします。
写真などの画像データしかない場合は、ご相談下さい。

●印刷色の指定はPANTONEカラーでデータ指示をお願いします。

●何色か使用の場合レイヤー事に色分をしてください。
レイヤーが同じでも色が分かれていれば大丈夫です。

※細かいデザインなどは事前にご相談させていただきます。
正面だけでなく
側面にも印刷可能です。

※AZO Free（アゾフリー）とは、衣料品などに使っている染料に体に有害な染料を使用していない意味です。

洗濯タグイメージ
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JUTE BAG

使い捨てプラスチックごみによる海洋汚
染が深刻化するなか、地球にやさしくサ
ステナブル（持続可能）な素材として
ジュートが注目されています。

SQジュートマイバッグ
MJ-S ナチュラル

ジュート製エコバッグ １個～対応‼

レーザー加工はジュート生地面に対応‼

■ レーザー加工例

ノベルティに最適・OEMに対応！環境にやさしい
インクを使わない、インクフリー
レーザーで名入れ1個から可能

1個から作れます。

【入稿データについて】

30cm

3
0
cm

●入稿データは、イラストレータデー
タでお願いします。写真などの画像
データしかない場合は、ご相談下さい。
●レーザーを強弱つけることで濃淡
を表現することは可能ですが、モノ
クロやグレースケールの１色表現と
なります。
●レーザー印刷のデータは最大
30cm角以内です。

SQジュートエコバッグ（M）

SQジュートエコバッグ（M） SQジュートエコバッグ（M） SQジュートエコバッグ（M）SQジュートエコバッグ（M）

SQジュートエコバッグ（M）

容量

約12L

容量

約12L
容量

約12L
容量

約12L
容量

約12L

容量

約12L
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※こちらは色見本です。
お手持ちのPC環境や印刷物の為
実際の色目と若干異なる場合がございます。

#101
Peach

#102
Carroty Orange

#103
Maple Orange

#104
Khaki

#105
Paprica

#106
Poppy Red

#107
Baby Pink

#108
Lavender

#125
White

#126
Straw

#127
Yuta Natural

#128
Black Rose

#45
Smoke Grey

#28
Grape Wine

#109
Pansy

#110
Duck Blue

#111
Armada Blue

#112
Iris Blue

#113
Fuschia

#114
Dubonnet Rose

#115
Cranberry

#116
Daffodil

#121
Alpine Green

#122
Melon Green

#123
Spring Green

#124
Walnut Brown

#117
Citron Lemon

#118
Moon Green

#119
Guava Green

#120
Apple Green

ジュートバッグカラーリスト

底面

側面シルク

ハンドル

※商品イメージ
　レーザー加工の場合

本体

レーザー

シルク印刷

30cmx30cm
四方以内

デザインスペース

レーザー印刷部分

30cmx30cm
四方以内

デザインスペース

・ハンドル部分ーご希望の色目を作ることが出来ます。（PANTONE指示）　※生産数量によります。
・本体ーナチュラル以外にジュートバッグカラーリストの有り色から選べます。
・レーザー印刷ー単色にてデザインスペースは前後面の30cm四方内にご希望のロゴやマーク入れ可能
・シルク印刷ー多色印刷可能（前面・後面・側面）

ジュートバッグOEM例

その他、紙タグ・洗濯タグなどご希望のオリジナルデザインで作成できます！

・レーザー印刷（単色１色のみ）
・シルク印刷（多色展開有） 印刷方法は、２通りございます。

最大

プリント面は

左右四角
２０ｍｍ程度
空けて下さい。
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OEM サイズ例

ジュートポーチ
サイズ：W270×H370mm
材質：ジュート・PP（本体）

ジュートバッグ（S）
サイズ：W240×H200×D150mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　コットン（ハンドル）

ジュートバッグ（A4）
サイズ：W270×H320×D100mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　コットン（ハンドル）

ジュートバッグ（M）
サイズ：W400×H300×D150mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　コットン（ハンドル）

ジュートバッグ（L）
サイズ：W450×H380×D150mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　コットン（ハンドル）

ジュートバッグ 保冷
サイズ：W470×H400×D150mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　コットン（ロープハンドル）

ジュートバッグ 保冷ランチボックス
サイズ：W230×H140×D150mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　ジュート（ハンドル）

ジュートバッグ ジャンボ
サイズ：W420×H530×D270mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　ジュート（ハンドル）

ジュートショッピングバッグ
ラミ無し（UL）
サイズ：W380×H420mm
材質：ジュート（本体）
　　　ジュート（ハンドル）

ジュートバッグ バックパック
サイズ：W300×H450×D300mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　コットン（ベルト・ロープ）

ジュートランドリーバスケット
サイズ：W350×H450×D350mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　コットン（ロープ）

ジュート円形バスケット
サイズ：W240×H300×D240mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　ジュート（ハンドル）

OEMイメージ

様々なサイズ・形状のジュートバッグを製造可能です。
OEM・ロゴ印刷など対応可能です。

容量

約4L
容量

約6L

容量

約3L

容量

約10L

容量

約51L

容量

約37L
容量

約34L
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OEM サイズ例
様々なサイズ・形状のコットンバッグを製造可能です。
OEM・ロゴ印刷など対応可能です。

コットン（4.5oz）
マイレジ袋（M）
サイズ：W290×H550×D120mm
材質：コットン（本体）

コットン（4.5oz）
マイレジ袋（L）
サイズ：W350×H610×D110mm
材質：コットン（本体）

コットン（5oz）
マルシェバッグ（M）
サイズ：W300×H530×D100mm
材質：コットン（本体）

コットン（5oz）
マルシェバッグ（L）
サイズ：W400×H700×D150mm
材質：コットン（本体）

ジュート収納ボックス①
サイズ：W300×H400×D280mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　ジュート（ハンドル）

ジュート収納ボックス④
サイズ：W250×H190×D150mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　ジュート（ハンドル）

ジュートワインバッグ 1本用
サイズ：W100×H350×D100mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　ジュート（ハンドル）

ジュートワインバッグ 2本用
サイズ：W200×H350×D100mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　ジュート（ハンドル）

ジュートバッグ サコッシュ（S）
サイズ：W170×H225mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　ジュート（ショルダー）

ジュートバッグ サコッシュ（M）
サイズ：W320×H250mm
材質：ジュート・PP（本体）
　　　ジュート（ショルダー）

ジュートポーチ
サイズ：W270×H200mm
材質：ジュート（本体）

容量

約34L
容量

約11L
容量

約18L
容量

約14L

容量

約6L
容量

約27L
容量

約5L
容量

約2L






