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オリジナルグッズ

誰もが実践できるエコスタイルを発信することを使命としている私たちは、

商品の機能やデザインだけでなく、

素材や生産環境にまで配慮してモノづくりを行っています。

モノを通し、社会・地球の未来に貢献し続けていきます。

電算印刷は、2021 年 10 月 29 日に長野県 SDGs 推進登録企業へ登録しました。



フェアトレード
コットンバッグ

FAIRTRADE COTTON BAG

環境や生産者に
想いをよせる
環境や生産者に
想いをよせる

サイズ：本体／約 330×390（mm）
　　　　持ち手／約 35×560（mm） 
素　材：コットン（230g ／㎥）
出荷単位：100 

フェアトレードコットン
フラットトート

サイズ：本体／約 390×210×170（mm）
　　　　持ち手／約 35×350（mm）
容　量：約 7L  
素　材：コットン（310g ／㎥）
出荷単位：100  

フェアトレードコットン
キャンバストート（S）

サイズ：約 370×380×130（mm）
　　　　持ち手／約 35×580（mm）
容　量：約 11L  
素　材：コットン（230g ／㎥） 
出荷単位：50

フェアトレードコットン
トート（M）

サイズ：本体／約 450×320×190（mm）
　　　　持ち手／約 40×600（mm）
容　量：約 15L  
素　材：コットン（310g ／㎥） 
出荷単位：100 

フェアトレードコットン
キャンバストート（M）

フェアトレードとは
発展途上国の原料や製品を適正な価格で購入するこ
とで、そのような国の人々の生活改善や自立を支援
する活動です。当製品に使用されているコットンも
フェアトレード認証生産者から基準に従って調達さ
れた認証コットンです。
この製品を購入・使用することが、発展途上国のコッ
トン生産者が自らの力で地域社会と生産環境を改善
し、持続可能な未来を切り開くことに貢献すること
になります。
私たちができる国際協力をぜひ始めてみましょう。

フェアトレード商品にはフェアトレード認定ラベルが外側に付きます
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印刷範囲

Densan Printing Since1971



シャンブリック
バッグ

CHAMBRIC BAG

環境にやさしい
素材を使う
環境にやさしい
素材を使う

サイズ：本体／約 320×200×120（mm）
　　　　持ち手／約 30×290（mm）
容　量：約 4L  
素　材：コットン、ポリエステル 他
カラー：ネイビー・ブルー・ベージュ・グレー
出荷単位：100

シャンブリック
キャンバストート（S）

サイズ：本体／約 270×340（mm）
　　　　持ち手／約 25×300（mm）
素　材：コットン、ポリエステル
カラー：ブルー・ベージュ・グレー
出荷単位：200

シャンブリック
A4 フラットトート

再生コットンとは
従来捨てられていた生地の端切れ
を再利用し、生まれ変わったもの
が再生コットンです。再度染色す
る必要がなく、CO2 の削減や水の
節約にも貢献し、縦・横を色違い
で織り交ぜて、優しい雰囲気に仕
立てた環境に配慮した素材です。

サイズ：本体／約 360×370×110（mm）
　　　　持ち手／約 25×560（mm） 
容　量：約 10L
素　材：コットン、ポリエステル
カラー：ブルー・ベージュ・グレー
出荷単位：200 

シャンブリックマチ付トート（M）
サイズ：本体／約 340×390×130（mm）
　　　　持ち手／約 30×600（mm） 
容　量：約 17L
素　材：コットン、ポリエステル 他
カラー：ネイビー・ブルー・ベージュ・グレー
出荷単位：50

シャンブリックキャンバス
ボックストート

50mm

120mm

60mm60mm 印刷範囲



バンブー
タンブラー

BAMBOO TUMBLER

日本人にとって
身近な素材を使う
日本人にとって
身近な素材を使う

本体サイズ：φ89×129 （mm）
容　量：430ml
素　材：バンブーファイバー、コーンパウダー、メラミン 他 
カラー：ホワイト・レッド・カーキ・ブラック
梱包形態：PP 袋､紙箱 
出荷単位：50  

バンブータンブラー 430 ㎖
本体サイズ：φ78×94 （mm）
容　量：280ml
素　材：バンブーファイバー、コーンパウダー、
　　　　メラミン 他 
カラー：ホワイト・レッド・カーキ・ブラック
梱包形態：PP 袋､紙箱 
出荷単位：100  

バンブータンブラー 280 ㎖

本体サイズ：φ77×77 （mm）
容　量：310ml
素　材：バンブーファイバー、コーンパウダー、メラミン 他 
カラー：ホワイト・レッド・カーキ・ブラック
梱包形態：PP 袋､紙箱 
出荷単位：60  

バンブーマグカップ 310 ㎖

バンブーファイバーとは
竹は成長が早くて強いため、農薬や化学肥料を使用
する必要がない優秀な素材です。そんな竹の繊維を
パウダー状にして樹脂で固めたものがバンブーファ
イバーです。自然素材のバンブーを使用することで
合成樹脂の使用量を減らした環境にも優しい軽くて
割れにくいやすらぎを感じる注目の素材です。

ホワイト レッド カーキ ブラック
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印刷範囲



ラバーウッド
ライフグッズ

Rubber wood life goods

CO2 排出の原因を
おさえる素材を使う
CO2 排出の原因を
おさえる素材を使う

サイズ：178×140×9（mm） 
素　材：ゴムの木、アクリル　他
梱包形態：PP 袋、紙箱
出荷単位：60

ラバーウッドフォトスタンド サイズ：70×48×70（mm）
素　材：ゴムの木
カラー：ダークウッド・ナチュラルウッド
梱包形態：PP 袋、紙箱  
出荷単位：60

ラバーウッド
２段デスクトレイ

ラバーウッドとは
天然ゴムの原料として栽培されているラバーウッド
（ゴムの木）。約 20～25 年天然ゴムを採取した後は、
廃棄・焼却処分されており、CO2 を多く排出してい
るといわれています。しかし、実はこのラバーウッ
ドは木目が美しく耐久性のある優秀な素材です。
廃材を再利用することで CO2 削減に貢献し、ナチュ
ラルな温もりを感じるラバーウッドスタンドなどの
雑貨に生まれ変わらせました。

ダークウッド

ダークウッド

ナチュラルウッド

ナチュラルウッド

サイズ：40×150×25（mm）
素　材：ゴムの木
梱包形態：PP 袋  
出荷単位：50

ラバーウッド
リフレッシュフェイス

サイズ：120×60×60（mm）
素　材：ゴムの木
梱包形態：PP 袋、紙箱  
出荷単位：50

ラバーウッド
リフレッシュフット
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リサイクルレザー
RECYCLING  LEATHER

資源の有効利用・
産業廃棄物の減少に
貢献する

資源の有効利用・
産業廃棄物の減少に
貢献する

本体サイズ：展開時／ 185×154（mm）
素　材：リサイクルレザー　他
カラー：リアルブラック・ミルキーホワイト
梱包形態：OPP 袋､台紙 
出荷単位：50

レザーマルチスマホケース
本体サイズ：約 152×113×13（mm）
素　材：リサイクルレザー、PVC　他 
カラー：リアルブラック・ミルキーホワイト
出荷単位：100

レザーツイン
フォトフレームマット

本体サイズ：約 170×150（mm）
素　材：リサイクルレザー　他
カラー：ネイビー・ブラウン・
　　　　リアルブラック・
　　　　ミルキーホワイト
梱包形態：OPP 袋 
出荷単位：200

レザーマウスパッド
（スクエア）

本体サイズ：約 73×95（mnn）
素　材：リサイクルレザー　他
カラー：リアルブラック・ミルキーホワイト
梱包形態：OPP 袋 
出荷単位：200

レザーパスケース

リサイクルレザーとは
革は天然素材の為、実際に素材として使用できる部
分は限られており、2～3 割は廃棄されています。リ
サイクルレザーとは、そんな製造する際に出る革く
ずを繊維状に加工し、樹脂と混ぜてシート状に再加
工した素材です。革が持つ風合いはそのままに、資
源の有効利用・産業廃棄物の減少にも貢献する、高
品質なエコアイテムです。

リアルブラック

ミルキーホワイト
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リサイクルペーパー
ステーショナリー

RECYCLING  PAPER STATIONERY

使い捨てしやすい
アイテムこそ
エコマインドを

使い捨てしやすい
アイテムこそ
エコマインドを

本体サイズ：103×153×7（mm）
素　材：再生紙（約 60 枚）、スチール　他
付属品：再生紙使用（R）マーク（本体裏面）  
梱包形態： OPP 袋 
出荷単位：100

リサイクル A6 リングメモ
本体サイズ：152×210×8（mm）
素　材：再生紙（約 80 枚）、スチール　他
付属品：再生紙使用（R）マーク（本体裏面）  
梱包形態： OPP 袋 
出荷単位：50

リサイクル A5 リングノート

リサイクルペーパーとは
ノートやメモなど、使い捨てしやすいアイテムを再
生紙を使用してナチュラルなノートやメモに仕上げ
ました。表紙・中紙ともに
古紙パックを 70％以上配合
した再生紙を使用したナ
チュラルカラーが特徴です。

本体サイズ：148×210×5（mm）
素　材：再生紙（約 40 枚）
カラー：ブルー・レッド・ブラック
付属品：再生紙使用（R）マーク（本体裏面） 
梱包形態： OPP 袋 
出荷単位：80

リサイクル A5 ノート
本体サイズ：103×148×9（mm）
素　材：再生紙（約 80 枚）
カラー：ブルー・レッド・ブラック
付属品：再生紙使用（R）マーク（本体裏面） 
梱包形態： OPP 袋 
出荷単位：100

リサイクル A6 メモパッド

10mm

10mm10mm 83mm

114mm

15mm
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ペーパー
クリアファイル

PAPER CLEAR FILE

脱プラ化に貢献する脱プラ化に貢献する

本体サイズ：220×310（mm）
　　　　　　内寸・外寸ともに同じ
素　材：上質紙 104.7g/m2
　　　　（クラフトは 80g/m2）
カラー：白・さくら・レモン・クラフト
出荷単位：100

ペーパークリアファイル
片面 1/4 透かし

（紙厚：標準）

ペーパークリアファイルとは
幅広く活用されているクリアファイル。一般的なク
リアファイルは PP（ポリプロピレン）というプラス
チックでつくられています。ペーパークリアファイ
ルは全て紙でできているため可燃ごみとして廃棄す
ることが可能です。プラスチックのクリアファイル
から、紙製のクリアファイルへ替えることで世界中
で深刻化しているプラスチック廃棄物問題を少しで
も改善する方向へ進める、「環境への取り組み」に貢
献できます。

書き込み可能

SDGs・脱プラ
環境にやさしい

鉛筆等の筆記具であれば繰
り返し書き込みできます。 

リサイクル可能
中の書類ごとシュレッダーに
そのまま入れられます。

本体サイズ：220×310（mm）
　　　　　　内寸・外寸ともに同じ
素　材：表面 /半透明紙・裏面 /上質紙
カラー：白
出荷単位：100

ペーパークリアファイル
片面全面透かし

（紙厚：薄め）
本体サイズ：220×310（mm）
　　　　　　内寸・外寸ともに同じ
素　材：上質紙 104.7g/m2
カラー：白・ブルー・グリーン
出荷単位：100

ペーパークリアファイル
片面全面透かし

（紙厚：標準）

印刷範囲

25mm内側

紙端から 25mm 内側へ印刷
できます。（半透明部分にも
印刷できます）

印刷範囲


