クリスタルトロフィー・ギフト

高級感と重厚感のあるクリスタルトロフィージョッキ・グラス
シール

大会名、お名前等、贈答品、記念品の文字を入れたシールを
作成致します。

彫刻

クリスタルトロフィーに大会名、お名前等を彫刻致します。
トロフィーの形状によって彫刻出来る範囲が異なります。

銘版

銘版に大会名、お名前等を彫刻を行い、クリスタルトロフィーの
台座に取り付けます。

銘版 クリスタルトロフィービールジョッキ

WGOODS011
サイズ：207×170mm

シール

トロフィービールグラス

CJ-291BSS
サイズ：215×115mm

クリスタルトロフィー
ビールジョッキ L
【CJ-291BL】7,000円+税

4 562393 434795
クリスタルトロフィー
ビールジョッキ S
【CJ-291BSS】4,000円+税

4 562393 434801

ワインアクセサリーキット
贈答品・記念品に最適
ワインラベルに文字入れ可能

CJ-291BC
サイズ：345×197mm

シール

お名前や大会名等の文字を刻印した
銘板をお付けいたします。

サイズ：高さ322mm×径72mm
箱：490mm×115mm×80mm
サイズ：200mm×195mm

クリスタルトロフィー
トロフィービールグラス
ビールジョッキ M
【WGOODS011】6,400円+税 【WGOODS005】
3,000円+税

4 562393 425861

彫刻 クリスタルトロフィーCC462

お名前や大会名等の文字を刻印した
シールをお付けいたします。

4 562393 423348

セット内容/ソムリエナイフ、ボト
ルキャップ、シールカッター、
オリジナル
ワインアクセサリーキット
ボトルリング、ポアラー（注ぎ口）、
【WGOODS060】4,500円+税
ゴルフボール×4球、ティー1本
素材/プラスチック、ウレタン、ア
ルミ、ステンレス、外箱：紙
4 562393 435396

彫刻 クリスタルトロフィーCC329

彫刻 クリスタルトロフィーCC025

CC329L-167
サイズ : 170×133mm
お好きな文字入れが
可能。大会名、個人名、
日付等文字数はトロ
フィーの形状により
異なります。

CC329L-167
【CC329L-167】4,000円+税

クリスタルトロフィー

CC462L
CC462M
CC462S
サイズ ： 248×151mm サイズ : 215×133mm サイズ : 175×120mm

CC025GL
【CC025GL】4,500円+税
お好きな文字入れが可能。
大会名、個人名、日付等
文字数はトロフィーの形状
により異なります。

CC462M
CC462S
【CC462M】5,000円+税 【CC462S】4,000円+税

4 562393 434849

クリスタルメダル

CC025GL
CC025GM
CC025GS
サイズ : 258×66mm サイズ : 235×61mm サイズ : 225×58mm

CC462L
【CC462L】6,000円+税

4 562393 434832

4 562393 434924

4 562393 434856

http://www.htcgolf.com/

4 562393 434894

お好きな文字入れが可能。
大会名、個人名、日付等文字数は
トロフィーの形状により異なります。

CC025GM
CC025GS
【CC025GM】4,000円+税 【CC025GS】3,500円+税

4 562393 434900

お好きな文字入れが可能。
大会名、個人名、日付等文字数は
お問い合わせください。

クリスタルメダル
【CL10558-60】2,000円+税

4 562393 434917
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価格とスペックは予告なしに改訂することがございます。
また、品切れ、打ち切りになる場合もございます。予め了承お願い申し上げます。

クリスタルトロフィー・ギフト
クリスタルトロフィーCC032B
※こちらの商品は彫刻・銘板には
対応しておりません。
CC032B
サイズ : 190×140mm

CC032B
【CC032B】2,500円+税

湯呑みセット
【GIFT0003】2,000円+税

4 562393 432401

静岡県産の煎茶
名称：煎茶
原材料名：茶（国産）
内容量：50ｇ×2袋

池ぽ茶(いけぽちゃ)
【GIFT0002】2,000円+税

4 562393 432395

ニアピン賞

道産食品独自認証制度
二八(ニア)ピンそば
(きらりっぷ)で認められた
【GIFT0001】2,000円+税
北海道産の二八そば。

名称：干しそば
内容量：200ｇ×2袋
原産国：日本

4 562393 432388

ティーセット

コーヒーセット
セット内容
・ゴルフボールマグカップ2個
・ゴルフボール製氷皿
・ゴルフスプーン2本

【GIFT0008】3,000円+税

4 562393 432777

ディスプレイ用ペーパーボックス

【GIFT0007】6,000円+税

セット内容
・ティーポット2客セット
・ゴルフフルーツピッカー
・ソルトシェイカー
4 562393 432524

ヘッドカバー用什器

ティー＆ボールセットやゴル
フアクセサリー・雑貨など、お
好きな組み合わせでディスプ
レイできます。
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個以上︑
ご注文い

一番上のBOXは、外し
てレジカウンターなど
に置けます。

ヘッドカバーを一度に

紙什器上部サイズ（約）
幅30×高さ20×奥行き26cm

ただくと ︑
ヘッドカバー 専 用 什 器が必 要

お
※問い合わせ下さい︒

別々でも使える

簡単にコンペ・ギフトの
コーナーが作れる！

な方には無料でご提供致します︒︵1台︶

※セット内容や価格などは、
お問い合わせ下さい。

▲スリム紙什器
ワイド紙什器▶
●サイズ／高さ131 幅33 奥行40cm●サイズ／高さ151 幅65.5 奥行40cm
●重さ／2.7kg（商品含まず）
●重さ／5kg（商品含まず）
●仕様／4段（最上段は取り外し可） ●仕様／5段
●素材／段ボール紙 ●中国製
●素材／段ボール紙 ●中国製

※設置イメージ

素材がダンボール紙なので処分も簡単♪

バレンタイン、コンペ、クリスマスなど、用途によって
紙什器用のポップをお作りいたします。
（下記は過去使用されたポップです。）

※お問い合わせ下さい。
季節のイベント
向けポップ

コンペ
＆

ギフト

外国のお客様には
和のポップ

St.Valentine

熱 烈 歓 迎!

有趣的商品

笑える！ うける！ 楽しめる！

コンペ ギフト
選んで楽しい、
もらって嬉しいグッズが盛り沢山

コーナー

価格とスペックは予告なしに改訂することがございます。
また、品切れ、打ち切りになる場合もございます。予め了承お願い申し上げます。

コンペ・ギフト
向けのポップ

Ｆｕｎｎｙ goods
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最有人气的商品
Ｂest for gift

中国からの
お客様向けポップ

http://www.htcgolf.com/

クリスタルトロフィー

ポップ

