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ものづくりで
悩んでいませんか？

まずはお気軽に
お問い合わせ下さい︒
［株式会社ノーザン･札幌営業所］

板

ノーザン 総合カタログ 2015

［株式会社ノーザン･旭川本社］

Start here. Get there.

Good Planning Ability
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ご依頼から納品までの流れ

Good Planning Ability

看

板

ノーザンではご注文を頂いてから納品まで一括して請け負っています。

ト

立

各段階で業者を分けて作業をするよりも、コストも安くスピーディーに完成できます。

「ものづくりで悩んでいませんか？」

ー

STEP.1

STEP.3

打ち合わせ

プランニング

当社の営業が対応致し
ます。ご要望･ご予算
と商品コンセプトをお
伝え下さい。

商品の仕様について検
討し、後日ご予算に沿
ったお見積りとデザイ
ンをご提案致します。

イ

ン

ド

ウ

シ

お問い合わせ

STEP.2

ウ

株式会社ノーザンは、既存の方法にとらわれる事なく
独自の成功ノウハウを

まずは、お気軽にご
連絡下さいませ。
お電話もしくはメール
にてご注文･お問い合

お客様に最適な表現方法としてご提案し、

わせ下さい。

si

g

n

企画立案から制作までを一貫してサポートする

STEP.4

STEP.5

お見積り内容やデザイ

お見積り内容･デザイ

ご検討

製造

STEP.6

納品

までご連絡下さい。

S

ンのご決定後、弊社
にて製品の制作に取り
掛かります。

指定の日時に指定の

場所へ、弊社より商品
を発送、大切にお届け
致します。

ou

se

ンをご精査下さい。
修正･変更がございま
したら再度弊社営業

th
en
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企画やものづくりを通してお客様のイメージを実現します。

A

nd

総合クリエイティブプロダクションです。
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トータルサイン / 空間プロデュース事業

鷹の爪様事例

北海道旭川市にある鷹の爪アルティモール店様の施工事例です。店内の装飾を全て手がけさせていただきました。

店舗の本質を形造るこだわりの装飾
商品一覧

お店のスタイルに合わせて選べるアイテムが豊富に揃っています。

木札メニュー

木製箸箱

厨房の壁面に木札のメニュー
お店の雰囲気作りにかかせません。

細部まで拘った、焼き印の店名が
オシャレな木製の箸箱です
鷹の爪旭川アルティモール店様 平面図

アクリル切り文字

木製( バーンウッド)什器

壁面やカウンターにオススメ

アメリカ産の輸入材料で制作
厨房

店舗サインのみどころ

木製チャンネル文字

入口の木製店名サインが親しみやすさを感じさせます。
写真は木製文字の「Bright Lit Letter-Hybrid」です。

チャンネル文字

店名サインとして多く使われており、お客様の目印になります。
写真は廉価版の「Bright Lit Letter-Light」です。

出口専用

アクリル冊子ケース

告知 POP

サイズ・形状自由にデザイン

ランチメニューや新作紹介に
券売機

出入口

メニュー表

複雑な文字はテーパーカット仕様

壁面ケイカル板

各席の他、入口と壁面にも

電飾サイン

幾何学的な模様を描きます。

チャンネル文字

銘木メニュー板

木のぬくもりが店舗の雰囲気をつくり出す。
インパクトのあるメニューサインです。

銘木メニュー板

壁面サイン

額縁は全て古材風にエイジング加工
壁面にビジュアルを掲示する事でお店をお好みの雰囲気に

木製チャンネル文字

イーゼルメニュー

待ち時間に選んで頂けます。

オーダープレート

オリジナルの仕様で制作

その他のオススメ商品

メニューの彫り込みが綺麗

のれん

店頭における訴求効果・注目
度抜群のメッセージツール。
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カーラッピング

同型車が巷にあふれる今、
個性を演出するには最適です！

のぼり旗

のぼり旗の既製デザインが品
ぞろえ豊富に揃っております！

自立看板

お店の位置づけを目的にする
なら絶対に必要なサインです。

ネームプレート

オフィスや店舗での必需品！
彫刻も承っております。
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物販商品開発事業

木製品商品

“木” 本来の良さが伝わるプロダクト。

触れ合うほどに深まる木の味わいを貴方のスタンダードに
・シャープペンシル
・ボールペン

・シャープペンシル
・ボールペン

天然木がもつ、個性豊かな「表情」を

芯、バネ以外のすべてのパーツが天然木製だから

動物のかわいい顔がモチーフのボールペンとシャープペンシル。

自然と手に馴染みます。

立体的で丸みのある顔は、全部で 6 種類。

木そのものの色合いを利用し、本来の良さを最大限に

ついつい集めたくなってしまうかわいさですので、プレゼントに

感じられる、まさに指になじむペン。

最適です。

「あなたはどんな場所で使いますか？」

長さ 150×φ12mm
※写真はイクリプス / イタヤ / ボールペン

イタヤ

チューリップ
ウッド

アマ
レロ

ウォル
ナット

パープル
ハート

エボニー

毎日の生活の中で触れる道具を

シンプルで親しみ易い「カタチ」で表現したプロダクトです。

自然の木で造り上げたプロダクトです。

「あなたは誰に贈りますか？」

長さ 143×φ12mm
※写真はフォリッジ / イタヤ / シャープペン

イタヤ

チューリップ
ウッド

アマ
レロ

ウォル
ナット

パープル
ハート

その他商品
エボニー

長さ 140×φ9mm

MOKUSEIDERZ

モクセイダーズ

企業様とのコラボレーションで様々なオリジナル商品を開発できます。
販促品などにもご利用いただけます。

組立式木製フィギュア「モクセイダーズ」
頭の先から爪先まで接続部品を含めてすべてのパーツが木製。
折れて使えなくなったドラムスティックを再利用して製作しています。
関節が可動するので、どんなポーズも自由自在に決まります !!
他では見られない完全な可動式木製ロボットフィギュアです。

レーザー光線で表面を削って刻印する技術です。

アニマルペンの頭のキャラクターを変更し、

イクリプス・フォリッジペンやアニマルペンは勿論、既成の商品

世界に一つだけのオリジナル商品をお作り致します。

へ仕上がりが美しいレーザー彫刻に
よる名入れ加工を承ります。
限定生産品などにロットナンバー
やシリアルナンバーを入れることに
よって、商品の希少価値を生み出す
効果もございます。

通常アニマルペン

名入れ

07

拡大図

※商品は予告なく、木の材質、仕様が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

オリジナルマーク
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物販商品開発事業

一般販売商品

使いやすくて便利なアイテムが満載
ハウスウエア商品

「オリジナルＴシャツプリント」

ライフスタイルに合わせて選べるアイテムが豊富に揃っています。

おそろいのチームウエアに
こだわりのおみやげ T シャツまで

マグカップ

タンブラー

定番の厚みのあるしっかりマグカップ
熱々ドリンクも冷めにくい！

おみやげの定番 T シャツやポロシャツはもちろん、ブルゾン
ジャンバーやイベント向けのハッピなども制作可能です。
インクジェットダイレクト印刷の他に枚数やデザインにより
シルクスクリーン印刷等のご提案も致します。

マルチラッピングクロス

グッドデザイン賞受賞 !
着せ替えが自由自在です。
カスタム台紙

アルミ蒸着タイプのクロスです。
お弁当・ペットボトル包や簡易レジャー
シートに使えます。

パッド印刷

オモテ

前と後が
つながって
見える！

写真等の
グラデーションも
表現できます♪

ウラ

マイ箸

記念品・お祝い品などあらゆる
用途でご活用頂けます。

インクジェットダイレクト印刷

ボディに合わせた最適なプリント方法でご制作
シルク印刷

パッド印刷

パッド印刷

昇華転写

梱包

日用雑貨オリジナル商品

快適生活をサポートする様々なアイテムをご紹介します。

企画制作から
納品まで一貫して
お手伝いします！

1 枚から
でも OK ！

ジャガードブレスレット

抜染印刷

「プリント方法」
シルクプリント

インクジェットダイレクト印刷

1 色ごとに版を作成して、生地に直

専用プリンターで生地にインクを吹

接インクを刷りこむプリント方法。

き付けてプリントする方法です。

光沢があり、細密な表現も可能で、

製版代不要で、柔らかくなめらかな

ブルゾン等のナイロン素材にもプリ

仕上がりになり、フルカラー対応な

ントすることができます。

のでグラデーション柄に最適です。

カッティング転写
つやのあるシートを用い、文字や数
字を熱圧着させる方法です。

カッティング転写

ジャガード織りで表現する高級感のあるブレスレッド。
ヨーロッパサッカーチームで人気です。

オリジナルＴシャツプリント

←
マルチチューブバンダナ

様々な使い方ができるので、フェスなど屋外イベントにオススメ！
夏でも冬でも 1 年中使用可能です。

色の発色をよくするために、ベース

シルクプリントのインクとも違和感

シートを使用するプリント方法です。

なくマッチします。

フルカラー対応かつ製版代は 1 版で

裏には色々な使用方法が

NEW

強力磁石のネオジウムマグネット使用！

中のスチールも強力なのでかなり重いもの

（カサやガムテープ）でも落ちません！

ソフト PVC ペットボトルホルダー

木製キーホルダー

穴にペットボトルの口を入れて、

形をオリジナルのデザインにすること

クリアファイル
学生から社会人までずっと必要になり

て嬉しい女性に人気の商品です。

や、おみやげグッズにオススメの汎用

色々な用途に使えるので、もらっ

ファッション性の高いバッグが充実。

皺になりにくい素材です。

あらゆるシーンに活躍するバッグが勢ぞろいです。

生地カラーバリエーションも豊富で、折り畳み式

モバイルポーチ

なのでエコバックにピッタリです。

モバイルポケットにファスナーを

ますので、製品アピールの販促グッズ
性の高いノベルティです。
オモテ

シールパスケース
スマホの背面に貼って、IC カードを入

付けたことで使用用途が格段に広
がります。
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印刷での名入れが可能です。

付箋
ポリエステル + コットン混合生地で柔らかく、

昇華転写

はもちろん、オリジナル焼印やシルク

オリジナリティー溢れる付箋は、

コットン、キャンバス、デニムなど素材にこだわった

熱転写

インクジェット

ソフト PVC マグネットフック

バッグやベルトから下げられます。

シルク印刷

パッド印刷

ソフト PVC タオルホルダー
カラフルツイル折りたたみバッグ

折りたたみ収納可能！

いつでもどこでも身だしなみチェック
コンパクトなポケットサイズミラー

キーホルダー式のタオルホルダーです。
オリジナルの形状でお作りできます。

エコロジーバッグ

・イベントの入場チケット代用品
として使えます。
・国産なので小さいライブイベント
等にもオススメです。

ポケットミラー

シルク印刷

※旭山動物園様やルスツリゾート様の売店にて大好評販売中！

お得です。

あなたが作りたいバッグのイメージは？
さまざまな個性あるアイテムを揃えました。

一度腕を通してパーツを一方方向に動かすと逆戻りしないブレス
レットです。手にパーツをピッタリ付けてしまえば、テープを切
らないとはずせません。

生地になじむ染み込みタイプのインクなので
自然な風合いで仕上がります。

インクジェットカッティング転写
（白）の上にデザインを印刷した

オンリーワンブレスレット

れれば「ピッ」と改札もスムーズに通
ウラ

過できます。
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販売促進事業

企業向け販促品

幅広いジャンルの商品群やアイテムの制作サービスを展開
ネックストラップ

企業の販促活動をサポート
株式会社ノーザンは法人様の販促活動を総合的にサポート致します。
1．既成品への名入れ
2．オリジナルグッズの企画制作

レピア織
ネックストラップ

3．充実の人気ノベルティ商品

オリジナルグッズ・商品の制作をお手伝い致します！
今注目の雑貨アイテムの企画・製造から広範囲のトータルサービスを展開しておりますので、
OEM 製品の企画・製造・販促面までプロデュースいたします。

高級感溢れるジャガード織
のネックストラップは、他
との差別化や付加価値にこ
だわる方にオススメです。

ポリエステル袋織
ソフトな肌触りの良いテー
プです。カラーバリエーシ
ョンも豊富で約５０色のバ
リエーションからカラー選
択出来ます。

ナイロン袋織・
朱子織・杉綾

昇華プリント
ネックストラップ

ナイロン素材のテープの特徴
で、張りがあり光沢のある人
気のテープです。

多彩で鮮やかで目を引く昇
華プリントのストラップ。
表裏まったく違った色合い
やデザイン表現も可能です。

キーホルダー

ジャガードタオル

「ジャガード織タオル」

高級感のあるジャガード織を
オリジナル柄で製作可能です。
ソフト PVC
キーホルダー

プリントタイプとはひと味違った付加価値のある
ジャガード織タオルです。

半立体成型で製作致します。
高級感と今までにはないデ
ザイン表現のキーホルダー
です。

ミニハンカチ規格からバスタオルサイズまで少ない
数より、低価格・短納期にてすべて別注生産致します。

カラビナキーホルダー

リフレクキーホルダー

何でも引っ掛けるのに便利な
カラビナのフックは使い勝手
も抜群なのがロングラン・ヒ
ットの所以です。

今注目を集めているリフレク
キーホルダーの反射素材は、
暗い場所で光が当たるとその
光を反射し明るく光ります。

モバイルポケット
T シャツ型

マイクロファイバー
クロス

その他のグッズ

バスタオル
60cm×120cm

スポーツタオル マフラータオル
35cm×115cm

20cm×115cm

ジャガード織タオル
ミニタオル

ハンドタオル

フェイスタオル

20cm×20cm

35cm×35cm

35cm×85cm

写真織りタオル

表面と裏面は糸の使いが分けられているため、
色柄が反転する２色毛違いジャガードはとても高級感があります。

フード付きタオルパーカー

芸術性やアート感に溢れた高級感
あふれる仕上がり

フード部にも織ヘムラインが入れられ
デザイン性 UP ！

写真やイラストデザインを、モノト

スポーツシーンや海や山等のレジャー

ーン・セピア調のジャガードで表現

からライブコンサート他、屋外イベン

致します。

トにおすすめの国産ジャガードタオル

モバイルポケット
スタンダード

アニメやライフグッズ、スポ
ーツ、企業 PR などどんな業
界にもマッチします。

ユニフォームのデザインで実
績多数その他ライブの T シャ
ツデザイン等にオススメです。

パーカーです。

極細繊維のクロスは高い拭き
取り性能を誇ります。
用途も広く、老若男女に好評
の万能アイテムです。

うちわ
ばら撒き系の販促ノベルティ
として、非常に有効です。
老若男女すべてがもらって
嬉しい商品です。
光るバンドも
ご用意してます！

タオルブレスレット

ハンカチタオルとリストバンドの
コラボレーション !
折りたたんだ状態だと手首に巻いて

タオルポケット

タオル地素材のシンプル＆実用的な
小物アイテム！
「タオル」+「ポケット」なので、あら

リストバンドですが、広げるとミニ

ゆる場面で役立ちます。

ハンカチタオルに早変わりします！

小さくて可愛らしいポケ
ットポーチの誕生。
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ピンズバッチ

缶バッチ

刺繍ワッペン

シリコンリストバンド

コレクターズアイテムとして
は世界的に絶大な人気がある
ピンズはイベントグッズにオ
ススメです。

小物グッズの定番アイテムの
缶バッジ。
ファッションアイテムにも使
える万能なグッズです。

ご希望の素材に直接刺繍致し
ます。他に各種素材も豊富
に取り揃えております。

一世を風靡したシリコン材質
のリストバンドは様々な場面
でその手軽さから現在も広く
活躍する定番グッズです。
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主要設備紹介

EQUIPMENT INTRODUCTION

NORTHERN CORPORATE PROFILE

さまざまな加工・製作に対応できるよう、大小各種設備を取り揃えております。

ものづくりでお困りのことがあったらノーザンへ

インクジェットプリンタ
●SII/IP-6620(ColorPainter M-64s)

創業25年の
安心の実績

自社工場

豊富なアイテム

弊 社 が ご 提 供 す る 、総 合 製 作 会 社 とし て の 役 割
昇華転写機

アパレル印刷機

●HASHIMA/HSP-1300R

御 社 様

●EPSON SureColor SC-F2000
（Tシャツプリンター）×2台

自社工場で製作する安心

御社の商品ラインナップを増強し、
お客様へのご提案の幅を増やせます。

親切・丁寧な商品説明と素早い対応

クライアント様に弊社が直接ご案内や
ご説明をすることも可能です。

UV 印刷機

※状況やスケジュールにより難しい場合がございます。

LINKS

ノーザンならではの商品
※薄型サインが出来るのは北海道で2社だけ２０１２年7月現在

デザイン・製作・施工までを一貫して
発注できるので、スケジュール管理や
他業者への同一説明などの
手間がはぶけます。

レーザー・ルーター

豊富な経験と知識で
様々なご提案をさせて頂きます。

私たち株式会社ノーザンは、既存の方法にとらわれる事なく

●euro laser M-1200

独自の成功ノウハウを最適な表現方法としてご提案し、

オンデマンド印刷

企画立案から商品制作までを一貫してサポートする
総合クリエイティブプロダクションです。
快適な空間づくりを目指してお客様のイメージを実現致します。

カッティングマシン
●MIMAKI DC-1218

会社概要

彫刻機
●MIMAKI CF2-1218

●HTC VGH 1313VP

会

名

株式会社ノーザン

創

立

1987 年 / 昭和 62 年

設

立

1989 年 / 平成元年

金

1,000 万

資
ベンダーマシン
●SDS SuperChannelBender

基盤加工主要機
●LPKF Proto mat S63

社

本

代表取締役
●LPKF Proto Place S

●LPKF Proto Print S

中村龍一

●LPKF Proto Flow S

本社・工場

〒078-8271

北海道旭川市工業団地 1 条 1 丁目 2 番 6 号
TEL：0166-36-0880 FAX：0166-36-6680

その他

札幌営業所

〒003-0834

北海道札幌市白石区北郷 4 条 8 丁目 1 番 3 号
TEL:011-872-6511
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FAX：011-872-6522
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