
表 紙表（4）

本　社：東京都中央区日本橋久松町13-4
　　　　〒103-0005
　　　　TEL.（03）3662-8811代表
　　　　FAX.（03）3662-8816

営業所：東京都墨田区業平1-7-18
　　　　〒130-0002
　　　　TEL.（03）3626-2737代表
　　　　FAX.（03）3626-2750

工　場：群馬県沼田市薄根町3327-2
　　　　〒378-0031

ホームページアドレス　http：//www.tospa.co.jp

●印刷のため、カタログの写真と実際の商品の色が多少異なる場合があります。
●市場の変化により予告なしに仕様、外観などを変更あるいは生産を中止する
　場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●無断複製及び転載を禁じます。

／定価 1,000円（税別）ＦＬ．０１０９
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ときにはやさしく、ときには力強く。
言葉では表現できない心の世界を伝える。
それはハートのある美しいメッセージ。
もっと広く、もっと深く。
人と人のコミュニケーションを演出したい。

日本国旗セット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
シルバーポール・手旗用ポール・国旗玉‥‥
外国旗‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
卓上旗・卓上台‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

高級刺繍旗セット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
刺繍旗・染め旗‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

高級刺繍優勝旗‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
刺繍旗生地の種類と刺繍のいろいろ‥‥‥‥
既製優勝旗（刺繍）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
既製優勝旗（染め・金箔加工ほか）‥‥‥‥‥
旗の附属品（竿頭・旗竿・収納ケースほか）‥‥

安全旗・海軍旗ほか‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
既製腕章（警備・交通・安全ほか）‥‥‥‥‥
各種既製のぼり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
のぼり用ポール・ポールスタンド‥‥‥‥‥‥

TOSPA ユニット紅白幕 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
店頭装飾用紅白幕・幕紐ほか‥‥‥‥‥‥‥

各種注文旗‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
注文腕章・ワッペン・エンブレム‥‥‥‥‥‥

大型幕‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
のぼり・ミニのぼり・卓上ミニフラッグ‥‥‥‥
ウィンドフラッグ・ペナント・バナー‥‥‥‥‥
タペストリー・水引き・連続旗ほか‥‥‥‥‥
等級旗・応援旗・ゼッケン・タスキほか‥‥‥
袢天・エプロン・Tシャツほか‥‥‥‥‥‥‥
注文のれん・手拭ほか‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

神社のぼり・奉納幕ほか‥‥‥‥‥‥‥‥‥
どん帳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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●国旗セット〈Ａ〉

●国旗セット〈Ｃ〉

●国旗セット〈Ｂ〉

商品コード  13500～

商品コード  11600～

商品コード  11700～

日本人の心として… 国旗（日の丸）セット国　旗

４３

国旗は、国を代表するシンボル。
国と国、人と人との心のふれあいを演出する「華」として、
人の心に語りかけます。

東京国際大学 第1キャンパス

●国旗セットの基本内容

★「国旗セット」には旗は含まれておりません。「一般家庭用国旗」からご希望の国
　旗をお選びください。
★セット〈Ｃ〉は「商社・会社用国旗」の組み合わせも出来ます。

プラスチック製
７cm　球型
差し込み式

プラスチック製
白・黒１４０cm
３本つなぎ

スチール製
取付釘付き 美装箱入り

収　　納竿受金具国 旗 竿国 旗 玉

セット〈Ａ〉

プラスチック製
白・黒１４０cm
３本つなぎ

スチール製
取付釘付き ビニール袋入りセット〈Ｂ〉

スチール製
黒・銀 ３m
３本つなぎ

ビニール袋入りセット〈Ｃ〉

セット内容

商品名

プラスチック製
７cm　球型
差し込み式

プラスチック製
７cm　球型
差し込み式

「日の丸」の縦横の標準比率は ２：３
「日の丸」の旗の縦横の標準比
率は、縦を横の３分の２とし、

「日の丸」の直径は、縦の５分の
３とし、旗の中心に位置する。
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●シルバーポール

●屋内用国旗セット

●スイブル金具（スイブルフック）

●応援国旗

●ミニ卓上国旗●卓上国旗セット

●伸縮式手旗用ポール

★シルバーポールワンタッチストッパー

商品コード  71320～

商品コード  12109～

商品コード  77161

商品コード  71111～

●小旗用ポール

●国旗玉（プラスチック製）

商品コード  16210～

商品コード　10170～ 商品コード  72401～

商品コード   11010

商品コード　18120

商品コード　41881

商品コード　11050

国　旗 屋内用国旗セット・卓上国旗・各種旗用ポール・国旗玉さまざまなシーンを演出する

①シルバーポール ２m（３段伸縮式アルミ製）
②シルバーポール ３m（３段伸縮式アルミ製）
③シルバーポール ４m（４段伸縮式アルミ製）
④シルバーポール ５m（４段伸縮式アルミ製）
⑤スターポール ４m（４段伸縮式スチール製）
⑥ピッチアップポール ２ｍ４６ｃｍ
　　　　　  （３段伸縮式１２段調節アルミ製）

①球型
　差し込み式／４.５cm～２２cm
　ネジ式／７cm～１５cm
②偏平球
　ネジ式／９cm ①手旗用ポール     ６５cm（４段伸縮式真鍮製）

②手旗用ポール     ９０cm（５段伸縮式真鍮製）
③手旗用ポール   １２０cm（５段伸縮式真鍮製）
④手旗用ポール   １５０cm（５段伸縮式真鍮製）
⑤ハンディポール   ９０cm（４段伸縮式スチール製）
⑥ハンディポール １２０cm（５段伸縮式スチール製）

①小旗用ポール ６０cm（延棒塩ビ製）
②小旗用ポール ７５cm（延棒塩ビ製）
③小旗用ポール ９０cm（延棒塩ビ製）
★黄玉、ベラ付き

旗のサイズに合わせて、自在にリングを調整し、
ワンタッチで固定することができます。

① ②

①

②

③ ④ ⑥⑤

① ②

① ② ③

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

６５

●家庭用からスタジアム用まで幅広い用途に対応

手旗・自動車旗（B判）
手旗・装飾用（A判）
街頭装飾用（L判）
一般家庭用（No.1）
商社・会社用（No.2）
官庁・学校用（No.3）
　　〃　　　（特判）
　　〃　　　（No.4）
屋上・掲揚塔用（No.5）
スタジアム・掲揚塔用（No.6）
卓上旗

　27×33
　33×45
　50×70�

　70×105�
　90×135�
100×150�
120×180�
140×210�
180×270�
200×300�
　16×24

★スイブルとフックで1組の金具です。
★旗の上部にはスイブルを下部にはフックを取り付けます。
★ポールのロープには逆に上部にフックを下部にスイブルを取り付けます。
★スイブルとフックの切りこみ溝をはめ合すだけのワンタッチで迅速に、且つ
確実　に旗の取り付け、取りはずしが出来ます。

フック

フック

スイブル

ポール

スイブル

フック
スイブル

用　　途 寸法（cm） 素　　　材
金　巾 天　竺 ブロード テトロン コットン アクリル

国　旗 ： ７０cm×１０５cm
生　地 ： アクリル
国旗玉 ： ９cm  （プラスチック製）
旗　竿 ： ２ｍシルバーポール（アルミ製）
旗立台 ： ９　　 パイプ三脚台（スチール製）
収納ケース ： ハンディバッグ（レザー製）

国　旗 ： １０cm×１５cm
生　地 ： ポリエステル
附　属 ： 金色玉、ポール、吸盤付き

国　旗 ： １６cm×２４cm
生　地 ： アクリル
卓上台 ： ミニポール１本立

●室内用フラッグスタンド

▲は受注生産品

①インドアスタンド（アルミ製／シルバー）
②フロアスタンド〈二脚台〉（アルミ製／シルバー）
★シルバーポールをセットできます。

国　旗 ： ２０cm×３０cm
生　地 ： ポリエステル
附　属 ： 黄玉、ポール付き

★ビニールケース入り



サイズ ： B判 ２７cm× ３５cm ／A判 ３４cm× ５０cm

●連続万国旗

●卓上旗

●卓上台

●外国旗 商品コード  42101～

商品コード  49112～

国　旗 各種外国旗セット・卓上旗・卓上台国際会議やパーティ会場の装飾用に

①ミニポール（丸台/伸縮式）　②プラスチック角台　③大理石角台

①ミニポール（丸台/伸縮式）　②プラスチック角台③大理石角台

①ミニポール（丸台/伸縮式）　②プラスチック角台

① ② ③ ① ②

① ②③

●卓上旗からスタジアム用まで幅広い用途に対応

手旗・自動車旗（B判）
手旗・装飾用（A判）
街頭装飾用（L判）
卓上旗（41群）
展示装飾用（42群）
宴会・会議用（43群）
展示装飾・ホテル用（44群）
　　　　〃　　　　（45群）
ホテル・ホール用（46群）
各種会場・スタジアム用（47群）

　27× 35
　34× 50
　50× 72
　16× 24
　70× 100
　70× 105
　88× 132 
　90× 135 
120× 180 
140× 210

商品コード  41911～

商品コード  41101～

（ナイロン紐縫付）

（４０cmポール）

★卓上旗は、ご希望の図柄も作製いたします。

８７

★外国旗は世界２００ヶ国の各種国旗を常備しています。
★カタログに掲載されている写真の中には国際情勢の
　変化などにより国旗のデザインが変更される場合も
　ございます。あらかじめご了承ください。

2 本 立1 本 立

2 本 立 3 本 立

用　　途
素　材（加工）

木　綿
（プリント）

アクリル
（本染・縫付）

寸法（cm）

●万国旗セット（２０ケ国セット） 商品コード  49111～

中華人民共和国

日　本

オーストラリア

アメリカ

タ　イ

イギリス

フィリピン

イタリア

韓　国

フランス

インド

ドイツ

スイス

ベルギー

オランダ

カナダ

デンマーク

ブラジル

台　湾

ロシア

TOSPAオリジナル

サイズ ： B判 ２７cm× ３５cm ／A判 ３４cm× ５０cm ● は主要国のみ生産
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刺繍旗 伝統を美しく引き継ぐ高級刺繍旗セット。 注文別誂品〈校旗〉

竿　頭

逆　輪

旗　地

校　章　

旗　竿

中胴輪

飾　房

旗立台（五脚）

モール

組ケース

旗受バンド

校章
プレート

フレンジ

寸　　　法　７０cm×１００cm
生　　　地　西陣正絹琥珀織袷旗地
刺　　　繍　純金糸盛上り総手刺繍
フ レ ン ジ　中金糸四段七宝　飾房付き
モ　ー　ル　中金糸織１５　　幅モール　四方両面縫
仕　　　上　ネル芯入り金皮縫　菊型金メッキハトメ打ち
竿　　　頭　丸型三方面校章入り打出し　金メッキ
旗　　　竿　梨地塗半千段巻き　２本つなぎ　中胴輪付き
旗　立　台　真鍮製（クロームメッキ）１６　　  五脚台
収納ケース　ジュラルミン製組トランク
附　　　属　旗受バンド　慶弔リボン

高級刺繍旗セット高級刺繍旗セット
寸　　　法　７０cm×１００cm
生　　　地　西陣正絹綴織袷旗地　色別染織
刺　　　繍　純金銀糸最高盛上り美術総手刺繍
フ レ ン ジ　純金糸四段七宝　飾房付き
モ　ー　ル　純金糸織１５　　幅モール　四方両面縫
仕　　　上　ネル芯入り本金皮縫　菊型金メッキハトメ打ち
竿　　　頭　変型三方面校章入り打出し純金厚地メッキ
旗　　　竿　青貝塗半千段巻き　２本つなぎ
　　　　　　純金メッキ彫刻入り中胴輪付き
旗　立　台　ステンレス製１６　　  五脚台　
収納ケース　特注ジュラルミン製組トランク　校章プレート貼付
附　　　属　牛皮製両肩吊式旗受バンド（美錠校章入り）
　　　　　　慶弔リボン

10９
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刺繍旗 注文別誂品〈組合旗・市旗〉

1211

寸　　　法　７０cm×１００cm
生　　　地　西陣正絹綾錦織袷旗地
刺　　　繍　改良金糸総手刺繍
フ レ ン ジ　上改良金糸四段七宝　飾房付き
モ　ー　ル　上改良金糸織１５　　幅モール　四方両面縫
仕　　　上　ネル芯入り金皮縫　菊型金メッキハトメ打ち
竿　　　頭　丸型三方面市章入り打出し　金メッキ
旗　　　竿　梨地塗半千段巻き　２本つなぎ　中胴輪付き
旗　立　台　真鍮製（クロームメッキ）１６　　  五脚台
収納ケース　ジュラルミン製組トランク
　　　　　　市章プレート金メッキ貼付
附　　　属　牛皮製肩吊式旗受バンド

高級刺繍旗セット
寸　　　法　７０cm×１００cm
生　　　地　西陣正絹琥珀織袷旗地
刺　　　繍　改良金糸総手刺繍
フ レ ン ジ　改良金糸四段七宝　飾房付き
モ　ー　ル　改良金糸織１５　　幅モール　四方両面縫
仕　　　上　ネル芯入り金皮縫　菊型金メッキハトメ打ち
竿　　　頭　丸型三方面マーク打出し　金メッキ
旗　　　竿　青貝塗半千段巻き　２本つなぎ　中胴輪付き
旗　立　台　真鍮製（クロームメッキ）１６　　  五脚台
収納ケース　ジュラルミン製組トランク
附　　　属　牛皮製肩吊式旗受バンド　慶弔リボン

高級刺繍旗セット
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刺繍旗 注文別誂品〈園旗・会旗・垂旗〉

1413

寸　　　法　５０cm×９０cm
生　　　地　西陣正絹綾錦織袷旗地
刺　　　繍　金銀糸ミシン総刺繍
フ レ ン ジ　改良金糸二段七宝　飾房付き
仕　　　上　ネル芯入り縫製
竿　　　頭　桜花型三方面打出し　金メッキ
旗　　　竿　黒塗総千段　３本つなぎ　彫入り両天金具付き
旗　立　台　真鍮製（クロームメッキ）１６　　  五脚台
収納ケース　クロス張り中型トランク

刺繍旗セット

刺繍旗セット 友禅本染めセット

寸　　　法　７０cm×１００cm
生　　　地　西陣京錦織袷旗地
刺　　　繍　ミシン総刺繍
フ レ ン ジ　四段七宝　飾房付き
モ　ー　ル　人絹織１５　　幅モール
　　　　　　四方両面縫
仕　　　上　ネル芯入り金皮縫
　　　　　　菊型金メッキハトメ打ち
竿　　　頭　桜花型三方面打出し　金メッキ
旗　　　竿　黒花塗半千段巻き　２本つなぎ
　　　　　　中胴輪付き
旗　立　台　スチール製（クロームメッキ）１２
　　　　　　三脚台
収納ケース　黒レザー張り大型トランク
附　　　属　牛皮製肩吊式旗受バンド

寸　　　法　５０cm×９０cm
生　　　地　西陣京錦織袷旗地
刺　　　繍　金銀糸ミシン総刺繍
フ レ ン ジ　人絹金色へり付き棒フレンジ　飾房付き
仕　　　上　ネル芯入り縫製
竿　　　頭　桜花型三方面打出し　金メッキ
旗　　　竿　黒塗総千段　３本つなぎ
旗　立　台　真鍮製（クロームメッキ）１２　　  三脚台
収納ケース　クロス張り中型トランク

刺繍旗セット

刺繍旗セット

寸　　　法　５０cm×９０cm
生　　　地　西陣正絹塩瀬織袷旗地
刺　　　繍　金糸及色糸ミシン総刺繍
フ レ ン ジ　人絹金色へり付き二段七宝　飾房付き
仕　　　上　ネル芯入り縫製
竿　　　頭　桜花型三方面打出し　金メッキ
旗　　　竿　黒塗総千段　３本つなぎ
旗　立　台　スチール製（クロームメッキ）１６　　  五脚台
収納ケース　クロス張り中型トランク

寸　　　法　５０cm×９０cm
生　　　地　西陣正絹塩瀬織袷旗地
染　　　色　友禅本染め
フ レ ン ジ　人絹紫色へり付き棒フレンジ　紫飾房付き
仕　　　上　ネル芯入り縫製
竿　　　頭　真鍮製（クロームメッキ）三方面鉾
旗　　　竿　黒塗総千段　３本つなぎ
旗　立　台　スチール製（クロームメッキ）１２　　  三脚台
収納ケース　クロス張り中型トランク



P.16P.15

優勝旗 晴れの栄誉をたたえて。 高級刺繍優勝旗

寸　　　法　８０cm×１２０cm
生　　　地　西陣正絹琥珀織袷旗地
刺　　　繍　改良金糸及色糸ミシン総刺繍
フ レ ン ジ　上改良金糸四段七宝　飾房付き
モ　ー　ル　上改良金糸織１５　　幅モール　四方両面縫
仕　　　上　ネル芯入り金皮縫　菊型金メッキハトメ打ち
竿　　　頭　真鍮製三面鉾２１cm
旗　　　竿　黒花塗半千段巻き２１０cm　２本つなぎ　中胴輪付き
旗　立　台　真鍮製（クロームメッキ）１８　　  五脚台
収納ケース　黒レザー張り大型トランク
附　　　属　牛皮製両肩吊式旗受バンド
　　　　　　優勝ペナント

高級刺繍旗セット

勝利の栄冠を得る人の手に輝く優勝旗。
いつまでも喜びの記念となり、美しい思い出となります。
ご注文用の豪華な刺繍旗から、刺繍既製旗、染め既製旗まで、
さまざまな種類の優勝旗を揃えて、ご要望にお応えしています。

1615



P.18P.17

立返し縫 市松縫

青海波縫 平埋縫

優勝旗 刺繍旗生地の種類と刺繍のいろいろ

1817

寸　　　法　７０cm×１００cm
生　　　地　西陣正絹綾錦織袷旗地
刺　　　繍　金糸及色糸ミシン総刺繍
フ レ ン ジ　改良金糸四段七宝　飾房付き
仕　　　上　ネル芯入り金皮縫
　　　　　　菊型金メッキハトメ打ち
竿　　　頭　真鍮製三面鉾
旗　　　竿　黒花塗半千段　２本つなぎ　中胴輪付き
旗　立　台　真鍮製（クロームメッキ）１６　　  三脚台
収納ケース　ABS強化プラスチック大型トランク
附　　　属　牛皮製肩吊式旗受バンド
　　　　　　優勝ペナント

高級刺繍旗セット

刺繍旗セット
寸　　　法　７０cm×１００cm
生　　　地　西陣正絹綾錦織袷旗地
刺　　　繍　金銀糸及色糸ミシン総刺繍
フ レ ン ジ　改良金糸へり付き四段七宝　飾房付き
仕　　　上　ネル芯入り金皮縫　菊型金メッキハトメ打ち
竿　　　頭　真鍮製桜花型三方面　金メッキ
旗　　　竿　黒花塗半千段　２本つなぎ
旗　立　台　真鍮製（クロームメッキ）１６　　  三脚台
収納ケース　黒レザー張り大型トランク

刺繍旗セット
寸　　　法　７０cm×１００cm
生　　　地　西陣正絹綾錦織袷旗地
刺　　　繍　金糸及色糸ミシン総刺繍
フ レ ン ジ　改良金糸へり付き四段七宝　飾房付き
仕　　　上　ネル芯入り金皮縫　菊型金メッキハトメ打ち
竿　　　頭　真鍮製三方鉾　金メッキ
旗　　　竿　黒花塗半千段　２本つなぎ
旗　立　台　真鍮製（クロームメッキ）１６　　  三脚台
収納ケース　黒レザー張り大型トランク

●高級刺繍旗生地の種類

西陣正絹綴（つづれ）織（絹１００％）西陣正絹琥珀織（絹１００％） 西陣正絹綾錦織（絹１００％） 西陣京錦織（レーヨン１００％）

No.1   朱
No.2   赤
No.3   ファイヤーレッド
No.4   キャビンレッド
No.5   エンジ
No.6   紫紺
No.7   京紫
No.8   江戸紫
No.9   ピース紺
No.10 縹色（はなだいろ）
No.11 ハイライトブルー
No.12 スカイブルー
No.13 グリーン
No.14 ライトグリーン
No.15 若草
No.16 ブラウン
No.17 黒
No.18 白

●高級刺繍旗生地のカラーバリエーション

●刺繍のいろいろ

綾　錦 綴 琥　珀 綾　錦 京　錦
大巾（校旗・社旗用）中巾（垂旗用）

カラー
生　地

No.1 朱

No.2 赤

No.3 ファイヤーレッド

No.4 キャビンレッド

No.5 エンジ

No.6 紫紺

No.7 京紫

No.8 江戸紫

No.9 ピース紺

No.10 縹色

No.11 ハイライトブルー

No.12 スカイブルー

No.13 グリーン

No.14 ライトグリーン

No.15 若草

No.16 ブラウン

No.17 黒

No.18 白
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優勝旗 既製優勝旗（刺繍）・卓上ミニ優勝旗セット

2019

No.1

No.4
No.7 No.8

No.2

No.5

No.3

No.6

寸　　　法　７０cm×１００cm
生　　　地　ナイロン厚地袷旗（赤・エンジ・紫・紺・グリーンの５色）
刺　　　繍　ミシン総刺繍
フ レ ン ジ　人絹金茶へり付き四段七宝　飾房付き
名 入 方 法　ご希望の色・柄を組み合わせて、ミシン刺繍

既製優勝旗（刺繍） ★ご予算に合せて下記のフレンジおよび
　附属一覧表を組合せてご用命ください。

〈フレンジ〉
①人絹金茶へり付き棒フレンジ
　飾房付き
②人絹金茶へり付き二段七宝フレンジ
　飾房付き
③人絹金茶四段七宝フレンジ
　飾房付き
④改良金糸四段七宝フレンジ
　飾房付き

〈名入方法〉
★ミシン刺繍、西陣織優勝旗には金糸ミ
　シン刺繍をいたします。
★既製優勝旗（染）には、ご希望の色でプ
　リントまたはミシン刺繍をいたします。

●注文卓上ミニ優勝旗セット

●既製優勝旗の附属一覧表

竿　　　頭

旗　　　竿

旗　立　台

旗受バンド

収納ケース

プラスチック製三面鉾

スチール製黒塗縦線 ２本つなぎ

スチール製７．５　　  三脚台

黒クロス張り小型５号トランク

プラスチック製三面鉾

黒塗総千段巻き ３本つなぎ

スチール製７．５　　  三脚台

牛皮製バンド

黒クロス張り小型７号トランク

真鍮製三面鉾

黒塗総千段巻き ３本つなぎ

スチール製９　　  三脚台

牛皮製バンド（裏付き）

黒レザー張り中型１０号トランク

真鍮製三面鉾

黒塗半千段巻き ２本つなぎ

スチール製１２　　  三脚台

牛皮製肩吊式バンド（裏付き）

黒レザー張り大型トランク

真鍮製三面鉾

黒花塗半千段 ２本つなぎ

真鍮製１６　　  五脚台

牛皮製両肩吊式バンド（裏付き）

黒レザー張り大型組トランク

A セ ッ ト B セ ッ ト C セ ッ ト D セ ッ ト E セ ッ ト

商品コード　91041

寸　　　法　１６cm×２４cm
生　　　地　テトロンプリント袷旗
フ レ ン ジ　改良金糸織りフレンジ
附　　　属　ミニ旗竿、三脚台
　　　　　　クロス張りミニケース

商品コード　91048
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優勝旗 既製優勝旗（染め・金箔加工）ほか

2221

No.1

No.2

No.3

寸　　　法　７０cm×１００cm
生　　　地　人絹塩瀬織袷旗地
染　　　色　友禅染　金箔加工
フ レ ン ジ　人絹金茶へり付き四段七宝　飾房付き
名 入 方 法　ミシン刺繍

既製優勝旗（染め・金箔加工） 既製優勝旗（西陣織）

既製優勝垂旗（染め）

●ご希望により色と図柄と名入文字を同時に染めることも出来ます。

No.1 No.2

No.1

No.3

No.2

No.4

寸　　　法　７０cm×１００cm
生　　　地　人絹塩瀬織袷旗地
染　　　色　友禅染
フ レ ン ジ　人絹金茶へり付き棒フレンジ　飾房付き
名 入 方 法　ご希望の色でプリントまたはミシン刺繍

既製優勝旗（染め／人絹）

寸　　　法　７０cm×１００cm
生　　　地　テトロン
染　　　色　プリント
フ レ ン ジ　人絹金茶へり付き四段七宝　飾房付き
名 入 方 法　ご希望の色でプリントまたはミシン刺繍

既製優勝旗（染め／テトロン）

寸　　　法　７０cm×１００cm
生　　　地　西陣ジャガード織袷旗地
フ レ ン ジ　人絹金茶へり付き四段七宝　飾房付き
名 入 方 法　金糸ミシン刺繍

寸　　　法　５０cm×９０cm
生　　　地　人絹塩瀬織袷旗地
染　　　色　友禅染
フ レ ン ジ　人絹金茶へり付き棒フレンジ　両天金具飾房付き
名 入 方 法　ミシン刺繍

商品コード　91042 商品コード　91043 商品コード　91045

商品コード　91046

商品コード　91044
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旗の附属品 竿頭・旗竿・収納ケース・フレンジ・旗受けバンド・旗立台・優勝ペナント・慶弔リボン

2423

●竿　頭

●竿のいろいろ

●フレンジのいろいろ

●旗　竿

●収納ケース

●旗受バンド

●旗立台 ●優勝ペナント・慶弔リボン

商品コード  77112～

商品コード  71558～

商品コード  72111～ 商品コード  75100～

商品コード  73301～

商品コード  74111～

①三面鉾
②桜花型三方面プラスチック製
③球型�
④偏平球プラスチック製
⑤イーグル型
⑥丸型三方面打出し（別誂品）
⑦丸型三方面打出し（別誂品）

①スチール製黒塗縦線　２本つなぎ
②黒塗半千段巻き　２本つなぎ
③黒塗総千段巻き　３本つなぎ
④梨地塗半千段巻き　２本つなぎ
⑤青貝塗半千段巻き　２本つなぎ

牛皮製１枚バンド 牛皮製１枚バンド（裏付） 牛皮製肩吊式バンド（裏付）

①真鍮製１６　　  パイプ五脚台　クロームメッキ
②スチール製１２　　  パイプ（９　　 ／７.５　　  もあります）三脚台　クロームメッキ

①グリーン青貝ちらし
②エンジ青貝ちらし
③七宝塗
④孔雀塗
⑤金がすみ塗
⑥あけぼの塗

⑤人絹金茶へり付き二段七宝

⑥人絹へり付き棒フレンジ９cm

⑦人絹へり付き棒フレンジ７．５cm

⑧人絹へり付き棒フレンジ６cm

⑨色物棒フレンジ９cm

⑩織りフレンジ４．５cm

⑪リリアンフレンジ

①本金糸四段七宝

②改良金糸四段七宝

③人絹ホタル入りへり付き四段七宝

④人絹金茶へり付き四段七宝

①４号トランク（クロス張り）
②１０号トランク（レザー張り）
③大型組トランク（レザー張り）
④大型組トランク（ジュラルミン製）
⑤ハンディバッグ（２mポール用）
⑥ハンディバッグ（３～４mポール用）
⑦ハンディバッグ（５mポール用）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ②

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① ② ③ ④ ⑤
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既製旗 安全旗・衛生旗・海軍旗・各種既製腕章工事現場で通学路で安全を守ります。

2625

　品　名

安　全　旗
安　全　旗
安　全　旗
衛　生　旗
衛　生　旗
安全衛生旗
安全衛生旗
海　軍　旗
海　軍　旗
Z　　　 旗
Z　　　 旗

　　　素　　材

木　　綿
アクリルバンティング
テトロン
木　　綿
アクリルバンティング
木　　綿
アクリルバンティング
木　　綿
アクリルバンティング
木　　綿
アクリルバンティング

16×24 70×100 90×135 100×150 120×180 140×210 180×270

寸　　法（cm）

●安全旗 ●衛生旗（受注生産品） ●安全衛生旗

●警備他腕章

●交通／交通安全腕章

商品コード  20125～ 商品コード  21125～

●海軍旗（軍艦旗） ●Z 旗商品コード  23125～ 商品コード  26125～

商品コード  26800

商品コード  26801

商品コード  22125～

商品コード  61411

商品コード  61320

商品コード  61321

商品コード  61310

商品コード  61430

商品コード  61100

●誘導旗

●横断旗

★各種旗ともご希望の仕様で作製いたします。

★ご希望により名入れもいたします。

生地 ： ビニール
加工 ： シルク印刷

生地 ： 木綿、
　　　ポリエステル
加工 ： プリント
附属 ： 丸棒付き

●報道腕章

●万能腕章
生地 ： ビニール　カード差込み

生地 ： フェルト
加工 ： 文字貼付、ビニールカバー付き

●白腕章
生地 ： 木綿

生地 ： 木綿、
　　　ポリエステル
加工 ： プリント
附属 ： 丸棒付き

生地 ： フェルト
加工 ： 文字貼付、ビニールカバー付き

●安全腕章 商品コード  61420

生地 ： フェルト
加工 ： 文字貼付、ビニールカバー付き

●運動会腕章 商品コード  61210

生地 ： 木綿
加工 ： シルク印刷、輪仕立

商品コード  61500～●カラー腕章
生地 ： 木綿　輪仕立（１６色）
　　　ビニール　ハトメ仕立
　　　（白、赤、ブルー、グリーン、黄のみ）

レモン 黄

オレンジ ピンク

赤 エンジ

紫 黄緑

グリーン サックス

ブルー 紺

茶 白

黒 グレー

▲は受注生産品

カラーバリエーション
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既製旗 既製のぼり旗さまざまなニーズに対応した“TOSPA”のオリジナルのぼり。

2827

●ポリエステル製

No.34111

（６０cm×１８０cm）

●ポリエステル製（６０cm×１８０cm）●木綿製

No.31111

（７０cm×１８０cm）

●ポリエステル製（７０cm×１８０cm）

No.34112 No.34113 No.34114

No.34115 No.34116 No.34117 No.34118

No.34119 No.34120 No.34121 No.34122

No.31112 No.32111 No.32112

No.33511No.31151 No.33512 No.33513 No.33514

No.34123 No.34124 No.34125 No.34126

は信頼のオリジナルブランドです。
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TS‐　型

既製旗 既製のぼり旗・のぼり旗用ポール・ポールスタンド

3029

No.34135 No.34136 No.34137 No.34138

No.34139 No.34140 No.34141

●ポリエステル製（６０cm×１８０cm） ●ポリエステル製 （６０cm×１８０cm）

No.34127 No.34128 No.34129 No.34130

No.34131 No.34132 No.34133 No.34134

●のぼり旗用ポール

●絡みつき防止ストッパー（風太郎）

商品コード  36161～

商品コード  37406

サイズ ： 3m（2段伸縮式スチール製／横棒 65cm・85cm ホワイト）
　　　　4m（2段伸縮式スチール製／横棒100cm ホワイト）
カラー ： ブルー・ホワイト
★ご希望によりカラーポール
　も作製いたします。

★のぼり旗の巻き上がりや、
　絡みつきを防ぎます。

●ポールスタンド

商品コード  37501～

商品コード  37504

商品コード  37506

商品コード  37531～

商品コード  37541

スチール製メラミン塗装（平型）
サイズ ： （小）300　　角／（大）450　　角
カラー ： ブラック

スチール製折りたたみ置据型
サイズ ： 353　　（収納時）

硬質プラスチック製（注水型）
サイズ ： ①365　　×355　　×145　　（満水時／14kg）
　　　　②400　　×400　　×210　　（満水時／20kg）
カラー ： ①ブルー　②ブルー、アイボリー
★タンクに水を入れてご使用ください。

（大）

（小）

①

②

（収納時）

プラ杭打込型（３mポール専用）
サイズ ： 40　　  ×550

36161
36165
36151
36155

3m ブルー
3m ホワイト
3m ブルー
3m ホワイト

65cm ホワイト
65cmホワイト
85cm ホワイト
85cm ホワイト

商品コード　　　ポール　　　　　  横　棒

★3mポールはのぼり旗のサイズに合わせて
　横棒を2タイプからお選びいただけます。

NK型

は信頼のオリジナルブランドです。
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紅白幕 ユニット紅白幕・幕紐・ユニポール儀式を彩る装飾として。

3231

信頼のオリジナルブランド

会場の広さに合わせて美しく設置できます。

ファスナーの連結により、会場に合わせて自由なサイズに延長、布の余りもなく
美しく設置できます。また、ファスナーの開放により通り抜けも簡単にできます。

レイアウトに合わせて使えます。

１ユニットが２間巾と３間巾だから会場の出入口、テント、机などのレイアウト
に合わせて長・短を調整して設置できますので、会場のスペースを有効に使えま

紐通しもラクラク、ワンタッチ式幕紐。

布が分割されていますから、上端部の紐通し操作がラクにできます。紐も連結可
能なフック付きになっています。（ユニット幕専用）

洗濯ができます。

ユニットごとに分割すれば、洗濯も可能。特に汚れのひどいユニットだけを洗う
など、いつも清潔で色鮮やかにお使いいただけます。

さわやかなテトロン製。

布地は従来の木綿製ではなく、丈夫でさわやかな風合いのテトロンを使用。取扱
いも便利になりました。

オ
ー
プ
ン
フ
ァ
ス
ナ
ー

オ
ー
プ
ン
フ
ァ
ス
ナ
ー

１
８

０
cm

２間巾（３.６m）または３間巾（５.４m）

●TOSPAユニット青白幕（２間・３間）

●TOSPAユニット紅白幕

●TOSPAユニット黒白幕（２間・３間）

●店頭装飾用紅白幕

商品コード  71204

商品コード  52402～

商品コード  52101～

実用新案特許 1877095号

商品コード  52302～

商品コード  51112～

●紅白幕の素材・寸法
高　さ

４５cm
４５cm
７０cm
７０cm
９０cm
９０cm

１８０cm
１８０cm

　素　　材

木　　綿
ポリエステル
木　　綿
ポリエステル
木　　綿
ポリエステル
木　　綿

テトロン

２間（3.6m） ３間（5.4m） ４間（7.2m） ５間（9.0m） ６間（10.8m）

横巾の長さ

（TOSPAユニット幕）

★ご希望により、特別サイズ、名入れ加工も承ります。

★ユニポールは天井の高さに合わ
　せて自由に長さを調節できます。

●幕紐の素材・寸法
品 　 名

紅 白 幕 用
紅 白 幕 用
紫 白 幕 用
紫 白 幕 用
黒 白 幕 用
青 白 幕 用

素　 材

人絹クルミ
アクリル

人絹クルミ
アクリル
アクリル
アクリル

紐の太さ

6 8 9 12 15

商品コード  56131～

●ユニポール（４m伸縮式アルミ製）

サイズ ： 最大長 ４m（フリー調節）
　　　　最小長 １.８ｍ
重　量 ： ３ｋｇ
★紅白幕などの支柱に使用できます。
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　用　　途
手旗・装飾用
街頭装飾用
室内旗
一般装飾・行進用
行進・掲揚用
行進・掲揚用

注文旗 注文旗・腕章・ワッペン・エンブレムさまざまな分野で役立ちます。

3433

●注文旗の用途・寸法・素材
サイズ（cm）

35×45
50×70

70×100
90×135

100×150
140×210

素　　材

木綿
アクリルバンティング
富士絹
ポリエステル

友禅染
プリント

加　　工

★サイズや素材は用途に合わせてご希望通りに制作いたします。

●街頭装飾用（５０cm×７０cm）

●室内旗（７０cm×１００cm）

●一般装飾・行進用（９０cm×１３５cm）

ベルセード地　文字貼付

ベルセード地　文字ミシン刺繍

ベルセード地　フロッキー加工

フェルト地　ミシン刺繍

サテン地　シルク印刷

金モール手刺繍

ジャガード織り

ビニール地　シルク印刷

ベルセード地　シルク印刷

硬質塩ビ　シルク印刷

●行進・掲揚用（１００cm×１５０cm）

●行進・掲揚用（１４０cm×２１０cm）

●手旗・装飾用
　（３５cm×４５cm）

●注文腕章

●注文ワッペン

●エンブレム

商品コード  91011～

商品コード  91400～

商品コード  91430～

商品コード  91460～

富士絹地　友禅染

ビニール地　シルク印刷
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大型幕

3635

壁面やアーケードを活用して
キャンペーンやイベントを

盛り上げる大型の横幕

●大型幕の標準仕様

ビルやポールを利用して
販促効果を高める

大型の垂れ幕や懸垂幕

サイズ：現場の状況に合わせて対応いたします
生　地：大型幕は厚地木綿またはターポリンシートを、
　　　　店頭幕は木綿または厚地ポリエステルなどを使用
加　工：シルク印刷、オフセット印刷
　　　　またはインクジェットプリント
★インクジェットプリントにより、フルカラー大型幕の制
　作ができます。

販促・イベント 各種イベントやキャンペーンを盛りあげます。

商品コード  91330～
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のぼり・ミニのぼり・卓上ミニフラッグ

3837

●のぼり

★エコマークの認定を受けたエコールクラブ
　再生ポンジ（PETボトルリサイクル繊維）を
　使用した、地球にやさしいフラッグです。
★のぼり旗・横断幕・バナーなど各種フラッグ
　が制作できます。

★ご希望の生地、寸法に調整いたします。

販促・イベント

●ミニのぼり
生地：ポリエステル、サテン、不織布
加工：シルク印刷、オフセット印刷
附属：プラスチック丸台、鉄製丸型スタンド、塩ビ製吸盤
★ご希望の仕様で作製いたします。

●卓上ミニフラッグ
生地：ポリエステル、サテン、不織布
加工：シルク印刷、オフセット印刷
附属：プラスチック丸台、鉄製丸型スタンド
　　　塩ビ製吸盤、木製台座

●リサイクルフラッグ

※エコールクラブとは、東洋紡と三菱商事がリサイクルシステムをサポートする
　ために展開している活動で、ペットボトル再生繊維製品のブランドです。

サイズ ： ７０cm×１８０cm
生　地 ： ポリエステル
加　工 ： シルクカラー印刷

サイズ ： ６０cm×１８０cm
生　地 ： ポリエステル
加　工 ： シルク印刷

サイズ ： ６０cm×１８０cm
生　地 ： ポリエステル
加　工 ： シルクカラー印刷

サイズ ： ７０cm×１８０cm
生　地 ： ポリエステル
加　工 ： オフセット転写印刷

お店の販売促進に、イベントやキャンペーンの演出に。

商品コード  91100 商品コード  91140

商品コード  91020
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ウィンドフラッグ・ペナント・各種バナー

4039

●卓上バナー

●ミニバナー

★各種バナーのサイズはご希望に応じて作製いたします。

生地：サテン、木綿、正絹、スウェード
加工：ミシン刺繍、友禅染、シルク印刷、オフセット印刷
付属：アルミ横棒、三ツ輪切房飾り紐、フレンジ付き

●ウィンドフラッグ
生地：ポリエステル、木綿、塩化ビニール
加工：シルク印刷、オフセット印刷
附属：ウィンド用取付けパーツ（吸盤２ケ、プラスチックパーツ）
★サイズはご希望に応じて作製いたします。

●既製ウィンドフラッグ
サイズ ： 300　　×400
生　地 ： ポリエステル
加　工 ： シルク印刷
★ウィンド用取付けパーツ付

プラスチック製
自立式スタンド（２m）
サイズ ： 40cm×120cm
生　地 ： ポリエステル
加　工 ： オフセット印刷

生地：サテン、ポリエステル、スウェード
加工：シルク印刷、オフセット印刷

●和風バナー
生地：綿、ポリエステル
加工：シルク印刷

●スタンドバナー

販促・イベント

●ペナント
生地：フェルト、サテン、スウェード、
　　　メルトン、不織布
加工：ミシン刺繍、シルク印刷、
　　　フロッキー加工、オフセット印刷
★サイズはご希望に応じて作製いたします。

No.35101 No.35102 No.35103 No.35104

販促効果を高めるアクセントとして。

商品コード  91520 商品コード  91420～

商品コード  91410

TOSPAオリジナル
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●フレンチシャーレー（旭光幕）

4241

店頭POPバナー・タペストリー・水引き・連続旗・ルーフィング・フレンチシャーレー空間や壁面を華やかにディスプレー。

生　地：ポリエステル、サテン
加　工：プリント

商品コード  55150～

販促・イベント

●連続旗
生地：ポリエステル、木綿、サテン、
　　　ビニール
加工：シルク印刷、オフセット印刷
　　　周辺ヒートカット、または樹脂止め
　　　上部ナイロンテープまたはロープ縫着

●タペストリー
生地：木綿、ポリエステル、テトロンシャー
加工：シルク印刷、オフセット印刷

●水引き
生地：ポリエステル、木綿、ビニール
加工：シルク印刷、オフセット印刷
★ご希望の仕様で作製いたします。

●ルーフィング
生地：ポリエステル、木綿
加工：シルク印刷、オフセット印刷
★ご希望の仕様で作製いたします。

●店頭POPバナー
生地：木綿、サテン、ポリエステル、スウェード
加工：シルク印刷、オフセット印刷
★ご希望の仕様で作製いたします。

TOSPAオリジナル

商品コード  91530

●街路灯バナー 商品コード  91540

商品コード  91220

商品コード  91093

商品コード  91095

商品コード  91510

55150
55250
55281
55381
55581

ポリエステル
ポリエステル
サ　テ　ン
サ　テ　ン
サ　テ　ン

30cm×60cm
45cm×90cm
45cm×90cm
60cm×120cm
90cm×180cm

商品コード　　　　材　質　　　　　  　サイズ

は信頼のオリジナルブランドです。
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4443

●番号ゼッケン
生地 ： 木綿／加工 ： シルク印刷
★各色1～10番、1～12番、1～15番、1～20番のセットまで、
　大人用・子供用共にとり揃えております。

●注文ゼッケン・注文ポンチョ
生地：木綿
加工：シルク印刷

●注文タスキ
生地：木綿、サテン、フェルト
加工：シルク印刷、文字縫付

●カラータスキ
生地 ： 木綿（６cm×１５０cm／輪仕立）

●カラーハチマキ
生地 ： 木綿（４cm×９０cm／４cm×１２０cm）

商品コード  65000～

●カラーバリエーション

●応援旗
生地：木綿、ポリエステル
加工：シルク印刷
★サイズはご希望に応じて作製いたします。

●チェッカーフラッグ
生地 ： 木綿（９０cm×９０cm）
★サイズはご希望に応じて作製いたします。

●番号旗（等級旗）セット
生地 ： 木綿（３５cm×４５cm）
★1～3等までのセットから1～10等のセットまで各種とり揃えております。

●紅白手旗
生　地 ： 木綿、アクリル（棒付）
サイズ ： ３５cm×４３cm

商品コード  25003～

商品コード  24021～

商品コード  91015

商品コード  64100～

商品コード  63100

商品コード  91440

等級旗・応援旗・手旗・ゼッケン・タスキ・ハチマキ・ポンチョあらゆるスポーツシーンを応援します販促・イベント

  1. レモン
  2. 黄
  3. オレンジ
  4. ピンク
  5. 赤
  6. エンジ
  7. 紫
  8. 黄緑
  9. 緑
10. サックス
11. ブルー
12. 紺
13. 茶
14. 白
15. 黒
16. グレー
17. 藤色

ゼッケン タスキ ハチマキ

１ ２

３ ４

５ ６

７ ８

９ １０

１１ １２

１３ １４

１５ １６

１７

商品コード  91710
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4645

●注文のれん

●手拭

●バンダナ・ランチョンマット

★ご希望の生地、寸法に
　調整いたします。

生地：木綿／加工：引染

生地：アクリルバンティング／加工：本染め

生地：木綿／加工：友禅染

袢天・エプロン・Tシャツ・注文のれん・手拭・バンダナ

●袢天（ハッピ）
生地：木綿
加工：反応染、シルク印刷、オフセット印刷
★ご希望の仕様で作製いたします。

●エプロン
生地：木綿（厚地）、スウェード
加工：反応染、シルク印刷、オフセット印刷
仕上：ご希望によりハトメロープ付、または共生地にて仕上げます。

生地：木綿
加工：注染、プリント

生地：木綿
加工：反応染、プリント

●Tシャツ
生地：木綿／加工：シルク印刷

●カラー袢天

●カラーバリエーション（衿は黒）

生　地 ： 木綿
名　入 ： ペンテ
カラー ： 全１３色

濃　紺 ブルー ライトブルー ダークグリーン ライトグリーン

黄 オレンジ ピンク 赤 紫

柿　茶 エンジ 黒

生地：木綿／加工：プリント

販促・イベント にぎわいをカラフルに彩る。

商品コード  91770

商品コード  66000

商品コード  91740 商品コード  91720

商品コード  91210

商品コード  91820

商品コード  91830

袢天たたみ手拭
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日本の伝統 神社のぼり・歌舞伎のぼり・祭り袢天・奉納幕・化粧廻し伝統や文化の格式を伝える

4847

●奉納幕

●揚巻房（赤・紫）

サイズ ： ７０cm幅、９０cm幅、１４０cm幅
　　　　★横の寸法はご希望に応じて作製いたします。
生　地 ： 木綿・富士絹・アクリルバンティング・テトロン
加　工 ： 本染め

●神社のぼり

サイズ ： １２、１５、１８、２４、３０、４０、４５、５５cm（人絹クルミ）
★その他の色・サイズは別注品となります。

商品コード  58112～

商品コード  91310

商品コード  91120

★それぞれご希望の仕様で作製いたします。

生地：厚地木綿／加工：捺染

●歌舞伎のぼり
生地：木綿
加工：捺染

●化粧廻し
生地：西陣正絹綾錦地
加工：本金銀糸総手繍　特注本金糸房付

●稲荷神社のぼり 生地：木綿／加工：プリント

●大相撲のぼり 生地：木綿／加工：捺染

●祭り袢天 生地：木綿／加工：本染め

★ご希望の仕様で作製いたします。
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