
グレイトガイド（香港）

お客様のアイデアによるオリジナル製品を製作いたします

納得のいく品質

適正価格

短納期

を実現するため中国を舞台に香港からサポートいたします



医療用資材関連

新型コロナと戦う医療関係者の方へ入手困難な医療資
材を安全基準をクリアし、生産体制の確かな工場を選
別してリーズナブルな価格でお届けいたします。

不織布マスク関連
・メルトブローン不織布（BFE99％）
・スパンボンド不織布 （第1、3層）
・耳ゴム、鼻柱
防護服関連
・サージカルガウン
・タイベック防護服
・PEエプロン
・ニトリルグローブ（ラテックスフリー、パウダーフリー）

・PVCグローブ
・サージカルキャップ、ゴーグル、フェースマスク
アルコールスプレー関連
・50ml / 100m/スプレーボトル（各サイズ対応）
・プッシュポンプ各種
その他クリーニングクロス等



鬼滅の刃 はらまき（全13種）
13種類のキャラクターを約40色の糸を
染色して編み上げたはらまきです。
スパンデックス入りのコットン糸で伸縮
性がありますのではらまきとして最高の
素材です。細かい絵柄やデザインも日本
製の高精度編み機で再現しております。

鬼滅の刃 カラビナベルト（全13種）
13種類のキャラクターをフルカラー昇華印刷
で再現したカラビナベルトです。

キャラクター商品



小ロット、短納期対応

小ロット多品種に対応したオリ
ジナル製品は弊社の得意分野

各種製品をオリジナルで製作
（フルカラー対応可能）

・マスキングテープ 100個
・サングラス 300個
・シリコンバンド 300個
・リストバンド 200個
・アイマスク 200個
・抱き枕カバー 50個
・クリスタルスタンド 50個
・フリースブランケット200個
・ラバーマット 200枚～
・アクリルキーホルダー 300個
・ラバーストラップ 300個
・ポーチ、バッグ類 300個
・メタルキーホルダー 300個



PVCフィギュア（キーホルダー）

ATBC-PVC素材のフィギュアです。
金型で射出成型により成形、
マスク塗装、タンポ印刷により、精度の
高い彩色が可能です。

ロットは３，０００個から可能ですが、
金型が高いので大きめのロットが経済的
です。

上図のように塗装の仕方により、陶器のような雰囲気
の仕上りも可能です。 陶器のように見えますが、こ
れもPVCフィギュアです

金具は、キーホルダー、ボールチェーンなど各種選べ
ます。



PVCフィギュア その２

ATBC-PVC素材のフィギュアです。
金型で射出成型により成形して、
マスク塗装、タンポ印刷により、精
度の高い彩色が可能です。

下図は、4個セットでブリスター入
りにしたものです

ジオラマにしてアク
リルの容器に入れた
セットも製作可能で
す。
背景は印刷です。

右図は、自立型のフィ
ギュアセットです。
１８～２０ｃｍ（高）
のビックサイズフィ
ギュア



やわらかフィギュア

TPR素材でつきたてのお餅のように
柔らかなフィギュアです。
指で押さえるとプニプニします。
引っ張るとどこまでも伸びます。
あまりにも柔らかいため、マスク塗
装やタンポ印刷ができないため、彩
色は手塗りとなります。

ボディ素材の色は自由に着色可能です。
オリジナルの原型をご支給いただき、型を作って量産可能
です。
最低発注数量は3種類合計で５，０００個程度（要相談）

参考サイト（動画もあります）
http://vvstore.jp/i/vv_000000000081870/

http://vvstore.jp/i/vv_000000000081870/


ラバーストラップ

ATBC-PVCラバーのストラップです。

金型作成し、自動機械で色差しを高
速、高精度に実施。
より複雑な模様などは、タンポ印刷
により再現可能です。

ラバー色差し自動機械（１２色機）

金型をセットし、位置情報と色をプログラムす
ると高速で色差し作業を自動運転します。

量産はすべて自動機械を使用するため、色差し
間違いがなくなり、短納期が実現できます。



金属製品

各種金属製品をオリジナルで製作い
たします。
各プロセスを変えることにより多彩
な表現が可能です。

ピンバッジ
（ソフトエナメル、疑似七宝）

カレッジリング（指輪）
（鋳造、色差し、箔押し）
（エッチング、プレス、古美塗

装）
コインケース
（オフセット印刷、縫製加工）

小判（シリアル番号入、金メッキ）
缶バッジ 各種サイズ対応
（ブリキ直オフセット印刷）
（くるみバッジ）
（缶バッジキーホルダー）
（ミラーバッジ）



各種バッグ類

各種バッグ類をオリジナルで製作いたし
ます。

トートバック
（帆布、ポリエステル、フェルト）

エコバッグ（折りたたみ）
ポーチ各種（キルティング、エナメル）
ショッパー（ＬＤＰＥ）
ラミネーション不織布バッグ
コットン巾着
レジャーシート

表現方法も多彩に対応可能です。

シルクスクリーン印刷
グラビア印刷
デジタル印刷
転写
刺繍 など



その他縫製品

各種縫製品をオリジナルで製作
いたします。

コットンタオル
マフラー
フリース
アイマスク
ティッシュカバー
シュシュ
ハンドタオル
ハンディモップ
リストバンド、ヘッドバンド
（刺繍、織ネーム）
てぬぐい（染料・顔料）



電子・精密製品類

各種電子製品をオリジナルで製作いたし
ます。

・ボイスキーホルダー（５～６０秒）
・ボイスクロック
・音声モジュール（センサー付き）
・ＵＳＢ各種形状～オリジナル可能
・ＬＥＤファン（オリジナル文字）
・ＬＥＤ各種
・時計各種
新製品！
・VRビューワー
（スマートホンを入れてアプリや、VR
動画を再生すれば、ヴァーチャルリアリ
ティが気軽に楽しめます。単価が安いの
でイベントで配布するノベルティとして
も利用価値あります。ボードはフルカ
ラー印刷可能）
・ビデオカタログ（LCDモニター内蔵）



リストバンド、ラバーバンド

各種バンド製品をオリジナルで
製作いたします。

ラバーストラップ
（フルカラー、エンボス、色差
し、型抜きなど種類豊富です）

蛍光、蓄光ストラップ

リフレクターバンド

リストバンド
（刺繍、織ネームパッチ）



その他製品類 その１

各種製品をオリジナルで製作い
たします。

扇子、うちわ、ワイヤファン
サンシェード
ＥＶＡビーチサンダル
（単独、ボード付）
アクリルキーホルダー各種
アクリルボールキーホルダー
ポリストーンマグネットセット
シリコン製品各種



その他製品類 その２

各種製品をオリジナルで製作いたします。

リールキーホルダー
パンチングバッグ（起き上がりこぼし）
ミニフラッグ各種
のぼり
レジャーシート
オルゴール（機械、電子）
ホワイトボードマグネット
特殊ボールペン各種
（フローティングペン）
（フラッグ広告ペン）
オリジナルサイコロ
ペットボトルホルダー
オリジナルバインダーセット
（メダルホルダーリフィル）
麦わら帽子
ソフト指人形



特殊開発製品

ちょっとユニークな製品を開発
も含めてお手伝いします

UV（紫外線）変色素材
（プラスチック製、ラバー製）
特殊シール
バブルシール
ビーズシール
ホログラムシール

FRP製ディスプレイ人形
３Dパズルセット
３Dパネル
パブミラー（フルカラー印刷）
振動ぬいぐるみ
サイン入り野球ボール
スノードーム
エアフレッシュナー
球内印刷アクリル球（写輪眼）



オリジナル製品 発想から納品までの流れ

お客様のアイデアをお聞かせください

製品製作のご相談 （メール、電話など）
必要な情報を概略でいいので教えてください。
目的、材質、サイズ、数量、納期など

見積作成
ご検討していだくこと
もっと安く
もっと高級感を
納期を短く

など
製品画像
関連サンプル送付

ご発注

アイデア実現！！！
製品の製作方法から、コスト、
納期のご相談。
品質管理、検査、出荷手配、
国内までの輸送手配、関税等
の支払までのすべてをサポー
トしてあなたのアイデアを実
現します。

お支払方法
USドルでのご送金
弊社HSBC香港口座に
海外送金
（1度経験すれば2回目
から手続きは簡単で
す）

試作サンプル作成

サンプルの校正、
修正作業

量産開始 （品質管理、検品）

出荷
（出荷先まで手配します
船便、航空便、DHL便など）

納品

サンプルのご校了

スケジュールにもより
ますが、1～2回の修正
をして確認していただ
きます

グレイトガイドを使用するメリット

お客様のご要望にあうようにベスト
な工場を弊社で選びます。

お客様は日本語で細かいニュアンス
までご指示いただけます。
（素材、加工法の細かいご相談に

応じます）

中間業者を省き仕様決定、発注まで
スピードアップ、コストダウン可能

リピート率の高さ！

グレイトガイドの既存お客様の
９割が、ネットからメールでお
問い合わせいただき、その後継
続でご注文をいただいているお
客様です。

データ入稿

イラストレーターデー
タをメール等で受領
色はパントン指定

サンプルは香港から翌
日DHL便等で配達


