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2023-24年度 「世界に希望を生み出そう」
ゴードン R．マッキナリー2023-24年度会長は
ロータリーが平和やメンタルヘルスのために活動し、
世界に希望を生み出すよう呼びかけています。
また、そのためには対話を通じて信頼を築くことが
重要であると訴えています。
(my.rotary.orgより）

ガラストロフィー
2023‒24テーマ
6255 ￥19,000（税込￥20,900）

20.0×7.5cm、約1,100g
UV印刷加工
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約14日

NEW
木製楯
2023‒24テーマ
6254 ￥12,000（税込￥13,200）

23.0×18.0cm、約550g
光沢塗装仕上げ
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約14日

NEW
木製楯
2023‒24テーマ
6014 ￥5,000（税込￥5,500）

23.0×17.0cm
※プレート彫刻別途１文字20円

NEW

ガラス楯  丸型　
2023‒24テーマ
6013 ￥11,500 （税込￥12,650）

9.5×10.0cm、レインボー発色加工
※製作期間：文字校正ご確認後約14日

NEW
ガラス楯
2023‒24テーマ
6310 ￥3,800 （税込￥4,180）

12.5×9.0cm
※文字代込み

NEW
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Member pin

レガシーエンブレム 会員章

会員章

レガシーエンブレム 誇りのシンボル 公式ロゴ
Rotary Legacy Emblem Mark of Excellence Rotary Masterbrand Signature

レガシーエンブレム
銀製 ホルダー式
10㎜ 041 ￥2,400（税込￥2,640）

12㎜ 039 ￥2,600（税込￥2,860）

レガシーエンブレム
銀製 スイング式
10㎜  キ ス カ 2080 ￥2,300（税込￥2,530）

10㎜ クリスタル 2081 ￥2,300（税込￥2,530）

キスカ12㎜10㎜ クリスタル

・地金価格の変動のため商品価格を改定する場合がございます。ご了承ください。

7mm 9 mm 10 mm 12mm

衣類に跡が
つきません。

￥ 1,500001 ( 税込￥        )1,650

￥ 1,500003 ( 税込￥        )1,650

￥ 3,000005 ( 税込￥        )3,300

￥ 5,300011 ( 税込￥        )5,830

￥ 7,300013 ( 税込￥        )8,030

￥ 9,700015 ( 税込￥        )10,670

￥ 9,800019 ( 税込￥        )10,780

￥10,800021 ( 税込￥        )11,880

￥15,800023 ( 税込￥        )17,380

￥16,000027 ( 税込￥        )17,600

￥17,100029 ( 税込￥        )18,810

ネ

ジ

式

タ

イ

タ

ッ

ク

式

￥ 1,200007 ( 税込￥        )1,320

￥ 1,500002 ( 税込￥        )1,650

￥ 1,500004 ( 税込￥        )1,650

￥ 1,600009 ( 税込￥        )1,760

￥ 3,000006 ( 税込￥        )3,300

￥ 5,300012

010

( 税込￥        )5,830

￥ 3,800 ( 税込￥        )4,180

￥ 7,300014 ( 税込￥        )8,030

￥ 9,700016 ( 税込￥        )10,670

￥ 5,300018 ( 税込￥        )5,830

￥ 9,800020 ( 税込￥        )10,780

￥10,800022 ( 税込￥        )11,880

￥15,800024 ( 税込￥        )17,380

￥ 7,900026 ( 税込￥        )8,690

￥16,000028 ( 税込￥        )17,600

￥17,100030 ( 税込￥        )18,810
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12㎜10㎜

タイタック式 ネジ式

誇りのシンボル
銀製金張 タイタック式
13㎜ 6001 ￥3,600（税込￥3,960）

誇りのシンボル
銀製 ホルダー式
10㎜ 041S ￥2,400 （税込￥2,640）

12㎜ 039S ￥2,600 （税込￥2,860）

誇りのシンボル 会員章

ネ

ジ

式

￥ 1,500001S ( 税込￥        )1,650

￥ 1,500003S ( 税込￥        )1,650

￥20,000036N ( 税込￥        )22,000

￥30,000037N ( 税込￥        )33,000

タ

イ

タ

ッ

ク

式

￥ 1,200007S ( 税込￥        )1,320

￥ 1,500002S ( 税込￥        )1,650

￥ 1,500004S ( 税込￥        )1,650

￥ 1,600009S ( 税込￥        )1,760

￥10,000034 ( 税込￥        )11,000

￥20,000036 ( 税込￥        )22,000

￥30,000037 ( 税込￥        )33,000
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銀 製

mm

9mm

10 mm

12mm

7 mm

10プラチナ製 mm

12mm

7 mm

9 mm

10 mm

12mm

公式ロゴ 会員章

6256 ￥2,100（税込￥2,310）

34×14㎜

2747 ￥1,300（税込￥1,430）

25×11㎜

6257 ￥2,300（税込￥2,530）

34×14㎜

公式ロゴ
七宝製 タイタック式

公式ロゴ
真鍮製 タイタック式

公式ロゴ
七宝製 ホルダー式

公式ロゴ
銀製 タイタック式
2763 ￥2,500（税込￥2,750）

25×9㎜

7mm 9 mm 10 mm 12mm

・地金価格の変動のため商品価格を改定する場合がございます。ご了承ください。

衣類に跡が
つきません。
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鐘鐘

旗旗

バナーバナー

日展 会友
現代工芸美術家協会 評議員
鋳金家協会 会員
大阪工芸協会 常務理事
日展 ： 入選36回、
         特選受賞 無鑑査

●

●

●

●

●

●

●

●

現代工芸展 ： 審査員4回、入選6回
                   読売新聞大阪本社賞 
                   会員記念賞
                   現代工芸会長賞
高円宮家に作品献上
大阪芸術大学 工芸学科教授(2001～2013)

金三代目 中島 保美◎ロータリーの鐘 作者略歴

誇りのシンボル
公式ロゴ（横）※正絹羽二重での製作不可

ロータリーの鐘　
中島保美作
470 ￥100,000（税込￥110,000）

高さ28.5cm、クローム仕上、桐箱付
※文字彫刻別途１文字200円
※製作期間約１ヶ月

木槌
3083 ￥6,000（税込￥6,600）

25.5×8.0cm

バナー立て（一本立）
468 ￥2,700（税込￥2,970）

長さ42.0cm、重さ105g

台 プラスチック／棒 ステンレス

国旗  日の丸
517 ￥10,000（税込￥11,000）

ポリエステル、140×200cm  ※製作期間約１ヶ月

クラブバナー（100枚単位）
人絹塩瀬印刷加工

人絹朱子印刷加工

サテン地インクジェット印刷

465

※図案・生地等により別途お見積り致します

※製作期間約１ヶ月

ロータリー旗
451 ￥40,000 （税込￥ 44,000）

ポリエステル、140×200cm  ※製作期間約１ヶ月
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ビジターカード（300枚）
6258 ￥30 （税込￥33）1枚

20.0×7.6cm
※クラブ名の日本語と英語表記を
  お知らせ下さい
※製作期間約10日

裏 面

裏 面

タスキタスキ

例会用名札例会用名札

会長タスキ
2764 ￥4,500

（税込￥4,950）

フェルト、エンジ色 
8.0cm巾

幹事タスキ
2765 ￥4,500

（税込￥4,950）

フェルト、紺色
8.0cm巾

SAAタスキ
475R ￥3,500

（税込￥3,850）

フェルト、6.0cm巾

フェローシップタスキ
474B

474R
￥3,500
（税込￥3,850）

フェルト、6.0cm巾

青

赤

クラブタスキ等の特注タスキ製作も
承ります
※数量・内容に応じてお見積り致します

腕章
473 ￥2,000 〜（税込￥2,200）50本以上

フェルト ※数量・内容に応じてお見積り致します

アクリル例会用名札
緑

青

112G

112B
￥1,200
（税込￥1,320）

φ8.5cm、厚さ5㎜、安全ピンクリップ
※50枚以上でお願い致します
※製作期間約25日

100枚

50枚

30枚

アクリル例会用名札 公式ロゴ

青

白

2997

2998

￥1,600 （税込￥1,760）

￥1,800 （税込￥1,980）

￥2,000 （税込￥2,200）

9.0×5.0cm、厚さ3.5㎜、安全ピンクリップ

特注タスキ



額

ホルダー

名刺台紙

表彰状ホルダー 
内面（開いた）イメージ

表彰状用紙

名刺台紙  公式ロゴ
2447 ￥1,300 （税込￥1,430）

1箱 100枚入、カラー印刷、薄型

表彰状用紙

A3
縦書用

横書用

503T

503Y
￥160
（税込￥176）

43.5×31.0cm

B4
縦書用

横書用

518T

518Y
￥150
（税込￥165）

39.0×26.6cm

A4
縦書用

横書用

516T

516Y
￥140
（税込￥154）

31.2×22.0cm
※ＰＣ筆耕は別途お見積り
  致しますのでご相談下さい
※表彰状用筒も承ります

額  表彰状用
2969 ￥3,200 （税込￥3,520）

48.2×36.1cm

2970 ￥3,000 （税込￥3,300）

43.7×31.6cm

2971 ￥2,500 （税込￥2,750）

35.5×26.4cm

表彰状ホルダー  公式ロゴ
縦書用

横書用

両  面

504T

504Y

504R
￥6,000
（税込￥6,600）

閉 24.0×32.7cm、A4用

A3

B4

A4

クラブ用品 TEL 06（6231）0751 
FAX 06（6231）0766
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四つのテスト ロータリーの目的

インターアクト
ローターアクト

四つのテスト  プレート  額
481A ￥4,400（税込￥4,840）

プレート アルミ、30.3×24.2cm

四つのテスト  卓上プレート
530 ￥1,200（税込￥1,320）

アクリル、14.0×10.0cm

四つのテスト  マウスパッド
2424 ￥1,500 （税込￥1,650）

18.0×22.0cm

インターアクト旗
2444 ￥40,000 （税込￥44,000）

ローターアクト旗
451Ｒ ￥40,000 （税込￥44,000）

ポリエステル、140×200cm
※製作期間約１ヶ月

ローターアクト会員章
2748 ￥1,300（税込￥1,430）

30mm、タイタック式  

インターアクト会員章
2749 ￥1,300（税込￥1,430）

30mm、タイタック式  

ビジターカード
（300枚単位）
050 ￥45（税込￥49.5）1枚

※クラブ名の日本語と英語表記を
  お知らせ下さい
※製作期間約10日

額   入

用紙のみ

四つのテスト
549 ￥3,000 （税込￥3,300）

38.5×27.5cm

2766 ￥   300 （税込￥  330）

36.5×25.8cm

￥3,000 （税込￥3,300）

￥   300 （税込￥  330）

額   入

用紙のみ

ロータリーの目的
2422

38.5×27.5cm

2767
36.5×25.8cm

クラブ用品TEL 06（6231）0751 
FAX 06（6231）0766
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名札裏面の名入れ見本

60086007

アクリル製バッグ用名札
青

白

2530

2758
￥3,000

（税込 ￥3,300）

φ8cm
※文字彫刻別途１文字50円
※製作期間約２週間

革製キーホルダー  公式ロゴ
白

青

6007

6008
￥3,000
（税込￥3,300）

9.2×3.3cm

カーマーク
金

銀

3002

3003
￥2,600
（税込￥2,860）

φ7cm、真鍮製

ワッペン  公式ロゴ
白

青

3006

3007
￥700
（税込￥770）

3.5×8.0cm
使用例:野球のユニフォームなどに

ステッカー  公式ロゴ（8枚）
2544 ￥500（税込￥550）

透明地に公式ロゴ、4.5×12.2cm

革製バッグ用名札
青

赤

2566

2567
￥3,500

（税込￥3,850）

7.2×6.5cm
※名入れはローマ字か漢字の
   どちらかでお知らせ下さい
   （５文字まで）
※ネーム代込み  
※製作期間約２週間

クラブ用品 TEL 06（6231）0751 
FAX 06（6231）0766
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名入れ承ります



会長・幹事のシンボルを具現化しました。

オリジナルバッジ製作承ります。

製作承ります。エンブレム製作承ります。

Ａ B

名入れ見本

C

各クラブ・同好会の特色、地域を表現したピンバッジはいかがでしょう。 
まずはお気軽にご相談下さい。 ※必要な場合、サンプル作成も致します。

新発売した公式ロゴ会員章 七宝のクラブ名入りや地区名入りの製作もおすすめです。

製作数量や方法、材質で価格が異なる為、その都度お見積り致します。お気軽にご相談下さい。

※会員章と合わせてご使用ください。

会長シンボルピン
金

銀

6002

6003
￥3,500
（税込￥3,850）

4.7×1.4cm、タイクリップ式

金モールエンブレム Ａ.Ｂ.Ｃ
6009

マグネット式
※数量に応じてお見積り致します  
※製作期間約2ヶ月

幹事シンボルピン
金

銀

6004

6005
￥3,500
（税込￥3,850）

5.8×1.2cm、タイクリップ式

クラブ用品TEL 06（6231）0751 
FAX 06（6231）0766
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時計付ガラス楯  月桂樹
6023 ￥14,000 （税込￥15,400）

8.0×8.5×2.5cm、UV印刷加工
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約20日

ガラス楯　
ロータリーレリーフ
772 ￥4,000 （税込￥4,400）

14.5×11.0cm

775 ￥3,400 （税込￥3,740）

13.5×10.0cm
※プレート彫刻別途1文字20円

ガラス楯  
公式ロゴレリーフ
6309 ￥3,800 （税込￥4,180）

12.5×9.0cm
※文字代込み

10

表     彰 TEL 06（6231）0751 
FAX 06（6231）0766

ガラストロフィー
2023‒24テーマ
6255 ￥19,000（税込￥20,900）

20.0×7.5cm、約1,100g
UV印刷加工
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約14日

NEW
木製楯
2023‒24テーマ
6254 ￥12,000（税込￥13,200）

23.0×18.0cm、約550g
光沢塗装仕上げ
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約14日

NEW
木製楯
2023‒24テーマ
6014 ￥5,000（税込￥5,500）

23.0×17.0cm
※プレート彫刻別途１文字20円

NEW

ガラス楯  丸型　
2023‒24テーマ
6013 ￥11,500 （税込￥12,650）

9.5×10.0cm、レインボー発色加工
※製作期間：文字校正ご確認後約14日

NEW

ガラス楯
2023‒24テーマ
6310 ￥3,800 （税込￥4,180）

12.5×9.0cm
※文字代込み

NEW



光学ガラス楯
2651 ￥26,000 （税込￥28,600）

19.0×13.0cm、サンドブラスト彫刻
レインボー発色加工
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約14日 

時計付アクリル楯
3125 ￥17,200 （税込￥18,920）

14.0×14.0cm、時計φ3.6cm
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約14日

ガラスミラー楯
2657 ￥12,000 （税込￥13,200）

24.5×19.0cm、デジカラーエポプレート
※加工費込み
※製作期間：文字校正ご確認後約14日

メダルレリーフ表彰楯
2920 ￥13,000 （税込￥14,300）

20.5×14.5cm

2921 ￥11,500 （税込￥12,650）

17.5×12.5cm

2922 ￥10,500 （税込￥11,550）

15.0×10.5cm
※各種サイズ色変更可（金・銀・銅）  
※文字代込み

11

表     彰TEL 06（6231）0751 
FAX 06（6231）0766



表     彰 TEL 06（6231）0751 
FAX 06（6231）0766

前会長・前幹事記念木製楯
6316 ￥9,000 （税込￥9,900）

16.0×21.0㎝、レーザー彫刻+金ラッカー仕上げ
※加工費込み
※製作期間：文字校正ご確認後約18日

前会長・前幹事記念表彰
トロフィー
2911 ￥17,000 （税込￥ 18,700）

ファインカラー、17.5cm、500g
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約18日

前会長・前幹事記念表彰
トロフィー
2912 ￥17,000 （税込￥ 18,700）

２Ｄ加工、19.0cm、650g
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約18日

会長記念木槌
3126 ￥16,000 （税込￥17,600）

7.5×12.0×8.0cm
木槌 25.5×8.0cm
※文字代込み

感謝のトロフィー
2919 ￥18,000 （税込￥19,800）

20.5×16.5cm、680g
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約14日

12



表     彰TEL 06（6231）0751 
FAX 06（6231）0766

オプティカルガラス楯
2323 ￥21,000 （税込￥23,100）

18.0×9.5cm、サンドブラスト彫刻
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約14日 

光学ガラス楯  八角形
2549 ￥22,000 （税込￥24,200）

15.5×15.0cm

2550 ￥18,500 （税込￥20,350）

13.5×13.0cm

2551 ￥17,000 （税込￥18,700）

11.5×11.0cm
２Ｄ加工、レインボー発色加工
※文字代込み   
※製作期間：文字校正ご確認後約１8日

2914 2915 2916 2917 2918

在籍記念表彰トロフィー
2910 ￥16,000（税込￥17,600）

ファインカラー、14.0cm、530g
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約18日

出席表彰トロフィー
2914 ￥26,000（税込￥28,600）

25.0×9.0cm

2915 ￥21,000（税込￥23,100）

22.0×8.0cm

2916 ￥19,000（税込￥20,900）

20.0×7.5cm

2917 ￥16,000（税込￥17,600）

17.5×7.0cm

2918 ￥13,000（税込￥14,300）

15.0×6.5cm、UV印刷加工
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約14日

アクリルトロフィー
2088 ￥20,000（税込￥22,000）

高さ30.5cm
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約10日

オプティカルガラス
トロフィー
732 ￥17,000 （税込￥18,700）

高さ18.0cm
※プレート彫刻別途1文字20円
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木製楯  
ピアノフィニッシュ 赤
6019 ￥15,000 （税込￥16,500）

25.0×20.0cm、約750g

6020 ￥12,000 （税込￥13,200）

23.0×18.0cm、約550g

6021 ￥10,000 （税込￥11,000）

20.0×15.0cm、約430g
光沢塗装仕上げ
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約14日

木製楯  
ピアノフィニッシュ 黒
6016 ￥15,000 （税込￥16,500）

25.0×20.0cm、約750g

6017 ￥12,000 （税込￥13,200）

23.0×18.0cm、約550g

6018 ￥10,000 （税込￥11,000）

20.0×15.0cm、約430g
光沢塗装仕上げ
※文字代込み
※製作期間：文字校正ご確認後約14日

合皮楯  ブック型 
2656 ￥12,000 （税込￥13,200）

21.0×17.0cm、デジカラーエポプレート
※加工費込み
※製作期間：文字校正ご確認後約14日

木製楯　木の表彰状
ダークブラウン
3171 ￥9,000 （税込￥9,900）

16.0×21.0cm、金文字     
レーザー彫刻ラッカー仕上げ
※加工費込み  
※製作期間：文字校正ご確認後約18日

スターウッド楯  黒
2321 ￥7,000 （税込￥7,700）

29.0×22.0cm
※プレート彫刻別途1文字20円

スターウッド楯  茶
6251 ￥5,000 （税込￥5,500）

27.0×20.0cm
※プレート彫刻別途1文字20円
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ピアノと同じ塗装で高級感を演出。

海外クラブへの贈り物におすすめです。
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ダイキャストトロフィー
6314 ￥6,000（税込￥6.600）

高さ21.5cm
※プレート彫刻別途1文字20円

アンチモニーカップ 
シルバー 
3172 ￥22,000（税込￥24.200）

24.5×12.0cm、1.2kg、日本製
※プレート彫刻別途1文字20円

アンチモニーカップ 
ゴールド
3173 ￥20,000 （税込￥22,000）

24.0×10.0cm、1.1kg、日本製
※プレート彫刻別途1文字20円

表彰メダル φ８cm
2923 ￥6,000（税込￥6.600）

※文字代込み
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