
オリジナルウェア
オリジナルウェア
オリジナルグッズ
オリジナルグッズ

作りませんか？
作りませんか？

フルカラー で　１枚～ プリント可能です！！

世界に一つだけの
世界に一つだけの

ユニフォーム 記　念　品 行事シャツ ノベルティ など…

atelier@sacasel.net

障がい者就労継続支援 A 型 B 型　多機能型事業所

アトリエ　サカセルの実
☎ 092-894-1157☎ 092-894-1157

https://sacasel.net
〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原 1-16-10　（株） サカセル　生の松原事業所

営業時間　09:00 ～ 18:00 （月～金）

ホームページ　→

ご注文の流れ

まずはお気軽にご相談下さい！

（メール / 電話 / 対面 /ZOOM 等でのオンライン対応ＯＫ！）

プリントデザインの相談、 決定 （弊社にてデータ作成も可）

カラー、 サイズ、 枚数、 印刷方法などの仕様の決定

（詳細な内容については、 丁寧にご説明いたします）

金額のお見積り、 お支払い方法、 納期確認後にご精算

最終デザインチェック後、１枚１枚丁寧にプリントします！

●ご精算から納品まで、 ７日～１５営業日程度

　 が目安です。 （状況により前後します）

納品 （宅配、 直接のお渡しなど選択いただけます）

トートバッグ

ブ ル ゾ ン

ビ　ブ　ス

エ プ ロ ン

その他アイテムもご相談ください！

Ｔ シ ャ ツ ポロシャツ

T シャツなどの持ち込みも可！

（詳細はお問い合わせ下さい）

写      真 手書きイラスト

イラストデータ

以下の素材があればＯＫ！

※素材により、 別途デザイン製作料が発生します。

ラ　フ　画

SACASEL

サカセル

参考価格 （ボディー＋加工代）

\2,090 ～\2,090 ～
（綿生地　ホワイトカラー　Ａ４サイズ片面印刷 １０～２９枚）

【税込】【税込】

トートバッグ１枚 \1,760 ～\1,760 ～【税込】【税込】

（キャンバス生地　ナチュラルカラー　Ａ４サイズ片面印刷 １０～２９枚）

Ｔシャツ１着

また別途デザイン製作料が発生します。 詳細はお問い合わせください。
※ご注文の枚数、 色、 サイズ等により料金は変動します。



プリント料金一覧表（半袖Tシャツ）

※以下価格には[ボディー代]+[加工/印刷代]が含まれております。(表示価格は全て税込価格)

※ボディーサイズにより、料金・印刷可能な範囲が変わる場合がございます。

※プリントデータの編集が必要な場合、別途データ制作・校正料として\5,000～頂戴致します。(詳細は別途お見積り)

※納期はデータ制作で1～2週間+加工/印刷で1～2週間程度いただいております。(詳細は別途お見積り)

枚数/印刷サイズ
ワンポイント 1箇所

W10×H10まで

片面(A4サイズ)

W20×H30cmまで

両面(A4サイズ)

W20×H30cmまで

片面(A3サイズ)

W30×H40cmまで

両面(A3サイズ)

W30×H40cmまで

1~9枚 \2,090 \2,310 \2,640 \2,420 \2,860

10~29枚 \1,980 \2,090 \2,530 \2,310 \2,750

30~49枚 \1,760 \1,980 \2,310 \2,090 \2,530

50~99枚 \1,650 \1,760 \2,090 \1,980 \2,310

100枚~ \1,430 \1,650 \1,870 \1,760 \2,090

枚数/印刷サイズ
ワンポイント 1箇所

W10×H10まで

片面(A4サイズ)

W20×H30cmまで

両面(A4サイズ)

W20×H30cmまで

片面(A3サイズ)

W30×H40cmまで

両面(A3サイズ)

W30×H40cmまで

1~9枚 \2,310 \2,860 \3,300 \3,190 \3,630

10~29枚 \2,200 \2,750 \3,190 \3,080 \3,520

30~49枚 \1,980 \2,530 \2,970 \2,860 \3,300

50~99枚 \1,870 \2,420 \2,860 \2,750 \3,190

100枚~ \1,650 \2,200 \2,640 \2,530 \2,970

枚数/印刷サイズ
ワンポイント 1箇所

W10×H10まで

片面(A4サイズ)

W20×H30cmまで

両面(A4サイズ)

W20×H30cmまで

片面(A3サイズ)

W30×H40cmまで

両面(A3サイズ)

W30×H40cmまで

1~9枚 \2,090 \2,310 \2,750 \2,640 \3,410

10~29枚 \1,980 \2,200 \2,640 \2,530 \3,300

30~49枚 \1,760 \1,980 \2,420 \2,310 \3,190

50~99枚 \1,650 \1,870 \2,310 \2,200 \3,080

100枚~ \1,430 \1,650 \2,090 \1,980 \2,860

綿生地 白色/淡色ボディー 下地ホワイトプリント無し
フルカラーインクジェットプリント（ダイレクトプリント） ボディー：Printstar 00085-CVT Mサイズ

綿生地 カラー/濃色ボディー 下地ホワイトプリント有り
フルカラーインクジェットプリント（ダイレクトプリント） ボディー：Printstar 00085-CVT Mサイズ

 ドライ生地 全色ボディー 下地ホワイトプリント有り
フルカラーインクジェットプリント（DTFプリント） ボディー：glimmer 00300-ACT Mサイズ

仕上がりイメージ

（プリント部アップ）

仕上がりイメージ

（プリント部アップ）

仕上がりイメージ

（プリント部アップ）



プリント料金一覧表（半袖ポロシャツ）

※以下価格には[ボディー代]+[加工/印刷代]が含まれております。(表示価格は全て税込価格)

※ボディーサイズにより、料金・印刷可能な範囲が変わる場合がございます。

※プリントデータの編集が必要な場合、別途データ制作・校正料として\5,000～頂戴致します。(詳細は別途お見積り)

※納期はデータ制作で1～2週間+加工/印刷で1～2週間程度いただいております。(詳細は別途お見積り)

枚数/印刷サイズ
ワンポイント 1箇所

W10×H10まで

背面(A4サイズ)

W20×H30cmまで

背面(A3サイズ)

W30×H40cmまで

1~9枚 \2,420 \2,530 \2,860

10~29枚 \2,310 \2,420 \2,750

30~49枚 \2,090 \2,200 \2,530

50~99枚 \1,980 \2,090 \2,420

100枚~ \1,760 \1,870 \2,200

枚数/印刷サイズ
ワンポイント 1箇所

W10×H10まで

背面(A4サイズ)

W20×H30cmまで

背面(A3サイズ)

W30×H40cmまで

1~9枚 \2,750 \3,080 \3,300

10~29枚 \2,640 \2,970 \3,190

30~49枚 \2,420 \2,750 \2,970

50~99枚 \2,310 \2,640 \2,860

100枚~ \2,090 \2,420 \2,640

枚数/印刷サイズ
ワンポイント 1箇所

W10×H10まで

背面(A4サイズ)

W20×H30cmまで

背面(A3サイズ)

W30×H40cmまで

1~9枚 \2,530 \2,750 \3,080

10~29枚 \2,420 \2,640 \2,970

30~49枚 \2,200 \2,420 \2,750

50~99枚 \2,090 \2,310 \2,640

100枚~ \1,870 \2,090 \2,420

綿生地 白色/淡色ボディー 下地ホワイトプリント無し
フルカラーインクジェットプリント（ダイレクトプリント） ボディー：Printstar 00193-CP Mサイズ

綿生地 カラー/濃色ボディー 下地ホワイトプリント有り
フルカラーインクジェットプリント（ダイレクトプリント） ボディー：Printstar 00193-CP Mサイズ

 ドライ生地 全色ボディー 下地ホワイトプリント有り
フルカラーインクジェットプリント（DTFプリント） ボディー：glimmer 00302-ADP Mサイズ

製品イメージ

製品イメージ

製品イメージ



プリント料金一覧表（トートバッグ）

※以下価格には[ボディー代]+[加工/印刷代]が含まれております。(表示価格は全て税込価格)

※ボディーサイズにより、料金・印刷可能な範囲が変わる場合がございます。

※プリントデータの編集が必要な場合、別途データ制作・校正料として\5,000～頂戴致します。(詳細は別途お見積り)

※納期はデータ制作で1～2週間+加工/印刷で1～2週間程度いただいております。(詳細は別途お見積り)

100枚~

\1,870 \2,090

\1,760 \1,980

\1,540 \1,760

\1,430 \1,650

\1,210 \1,430

両面

W24×H20cmまで

1~9枚

10~29枚

30~49枚

50~99枚

\1,650 \2,200

\1,430 \1,980

\2,090 \2,640

\1,980 \2,530

\1,760 \2,310

トートバッグ(キャンバス地) ナチュラルカラー 下地ホワイトプリント無し
フルカラーインクジェットプリント（ダイレクトプリント） ボディー：00778-TCC Mサイズ

トートバッグ(キャンバス地) 濃色カラー 下地ホワイトプリント有り
フルカラーインクジェットプリント（ダイレクトプリント） ボディー：00778-TCC Mサイズ

トートバッグ(ナイロン) 全カラー 下地ホワイトプリント有り
フルカラーインクジェットプリント（DTFプリント） ボディー：00783-TLN サイズFのみ

片面

W24×H20cmまで

両面

W24×H20cmまで

\1,760

\1,540

\2,530

\2,420

\2,200

\2,090

\1,870

50~99枚

100枚~

枚数/印刷サイズ
片面

W24×H20cmまで

片面

W24×H20cmまで

両面

W24×H20cmまで

\2,200

\2,090

\1,870

100枚~

製品イメージ

製品イメージ

製品イメージ

枚数/印刷サイズ

1~9枚

10~29枚

30~49枚

50~99枚

枚数/印刷サイズ

1~9枚

10~29枚

30~49枚



プリント料金一覧表（ブルゾン・ビブス・エプロン）

※以下価格には[ボディー代]+[加工/印刷代]が含まれております。(表示価格は全て税込価格)

※ボディーサイズにより、料金・印刷可能な範囲が変わる場合がございます。

※プリントデータの編集が必要な場合、別途データ制作・校正料として\5,000～頂戴致します。(詳細は別途お見積り)

※納期はデータ制作で1～2週間+加工/印刷で1～2週間程度いただいております。(詳細は別途お見積り)

\2,970

前面

W20×H30cmまで

\3,630

\3,520

\3,300

\3,19050~99枚

100枚~

ワンポイント 1箇所

W10×H10まで

\3,300

\3,190

\2,970

\2,860

\2,640

枚数/サイズ

1~9枚

10~29枚

30~49枚

枚数/サイズ

1~9枚

10~29枚

30~49枚

50~99枚

ワンポイント 1箇所

W10×H10まで

\3,080

\2,970

\2,750

\2,640

\2,640

\2,420\2,090

\2,750

エプロン 全色ボディー 下地ホワイトプリント有り
フルカラーインクジェットプリント（DTFプリント） ボディー：型番:00871-TBA サイズFのみ

100枚~

\2,310

\2,200

\2,090

\1,980

\1,760

両面

W20×H30cmまで

\3,080

\2,970

\3,520

\3,410

\3,190

\3,080

片面

W20×H30cmまで

\2,640

\2,530

\2,530

ワンポイント 1箇所

W10×H10まで

\2,420

\2,310

製品イメージ

 ブルゾン 全色ボディー 下地ホワイトプリント有り
フルカラーインクジェットプリント（DTFプリント） ボディー：Printstar型番:00051-ET Lサイズ

製品イメージ

ビブス 全色ボディー 下地ホワイトプリント有り
フルカラーインクジェットプリント（DTFプリント） ボディー：glimmer型番:00336-DBS Lサイズ

製品イメージ

枚数/印刷サイズ

1~9枚

10~29枚

30~49枚

50~99枚

100枚~ \2,860

背面

W20×H30cmまで



プリント料金一覧表（パーカー）

※以下価格には[ボディー代]+[加工/印刷代]が含まれております。(表示価格は全て税込価格)

※ボディーサイズにより、料金・印刷可能な範囲が変わる場合がございます。

※プリントデータの編集が必要な場合、別途データ制作・校正料として\5,000～頂戴致します。(詳細は別途お見積り)

※納期はデータ制作で1～2週間+加工/印刷で1～2週間程度いただいております。(詳細は別途お見積り)

ワンポイント 1箇所

W10×H10まで

前面上部

W30×H16cmまで

背面(A4サイズ)

W20×H30cmまで

背面(A3サイズ)

W30×H40cmまで

\3,850 \4,070 \4,180 \4,400

\3,740 \3,960 \4,070 \4,290

\3,630 \3,850 \3,960 \4,180

\3,520 \3,740 \3,850 \4,070

\3,300 \3,520 \3,630 \3,850

ワンポイント 1箇所

W10×H10まで

前面上部

W30×H16cmまで

背面(A4サイズ)

W20×H30cmまで

背面(A3サイズ)

W30×H40cmまで

\4,070 \4,290 \4,400 \4,620

\3,960 \4,180 \4,290 \4,510

\3,850 \4,070 \4,180 \4,400

\3,740 \3,960 \4,070 \4,290

\3,520 \3,740 \3,850 \4,070100枚~

枚数/印刷サイズ

1~9枚

10~29枚

30~49枚

50~99枚

100枚~

枚数/印刷サイズ

1~9枚

10~29枚

30~49枚

50~99枚

綿生地 白色/淡色ボディー 下地ホワイトプリント無し
フルカラーインクジェットプリント（ダイレクトプリント） ボディー：Printstar 00216-MLH Mサイズ

製品イメージ

綿生地 カラー/濃色ボディー 下地ホワイトプリント有り
フルカラーインクジェットプリント（ダイレクトプリント） ボディー：Printstar 00216-MLH Mサイズ

製品イメージ


