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電卓 計算機

置き型カレンダー

ビニールポーチ

珪藻土コースター

エコバッグ

付箋ケース ビールジョッキ

ブランケット100×150サイズ

シリコンAirPods ケース

New Item



5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ

54カラー

初めてのオリジナルTシャツ作りにもおすすめ
5.6オンス ビッグシルエット Tシャツ
ゆったりとした着心地で抜け感を演出

レディースサイズ/キッズサイズも対応可能です！

素材
●綿100% セミコーマ糸　●オートミール：綿99%、ポリエステル1%
●アッシュ：綿98%、ポリエステル2%　●ミックスグレー：綿90%、ポリエステル10%

4.0オンス プロモーション Tシャツ
ハイコスパが魅力のライトTシャツ

5.0オンス レギュラーフィット Tシャツ 
スタイリッシュさと丈夫さにこだわった5.0オンス Tシャツ



4.1オンス ドライアスレチック Tシャツ
United Athleの代表ドライTシャツ

4.7オンス ドライシルキータッチ Tシャツ
厚さと柔らかさの両立にこだわった生地

5.3オンス ドライカノコ  ポロシャツ
多機能がうれしいベーシックポロシャツの代表格

5.6オンス ロングスリーブ Tシャツ
オールシーズン楽しめる大定番ロングスリーブTシャツ

5.6オンス ロングスリーブTシャツ（1.6インチリブ）
1.6インチリブがコーディネートのアクセントになる

1.6インチリブ



10.0オンス  パーカ（裏パイル）
裏パイル地の定番プルオーバー パーカ

裏パイル地＆オーソドックスデザイン

10.0オンス  パーカ（裏起毛）
ふっくら・やわらかな裏起毛生地が特長のプルオーバーパーカ

10.0オンス  スウェット（裏パイル）

裏パイル地＆オーソドックスデザイン

10.0オンス  スウェット（裏起毛）

コットン100%の着心地の良さで赤ちゃんもごきげん

5.6オンス ベイビー ロンパース
豊富なカラーバリエーションから選べる

5.6オンス ベイビー ビブ



レギュラー キャンバス トートバッグ
ハイコスパなキャンバストートバック

レギュラー キャンバス サコッシュ
キャンバス生地がカジュアルな印象のプチプラサコッシュ

ちょっとしたお出かけにもちょうどいいミニトート

ヘヴィー キャンバス ランチバッグ

ウォッシュ キャンバス＆ツイル ショート エプロン
ジェンダーレスで使いやすいワーク ショート エプロン

生地の段階で水洗い防縮加工をおこなっているため、
形状変化や衣服への色移りも軽減。
ワークに徹した丈夫な生地で余分な装飾が一切なく機能美溢れる1枚。
たくさん使って、たくさん洗って、味が出るのを楽しめる
ヘヴィーキャンバス ショートエプロンです。

ウォッシュ キャンバス＆ツイル エプロン
ヘヴィーな生地と実用性をそなえたワークエプロン

フロントスリットを配置することにより引っかかりを軽減。
しゃがみやすいため、キッチンからガーデニングと幅広いワークウェア
としても利用可能。ペン差し付きの大振りのポケット付きのため実用性も抜群。
また、マットシルバーのリベットやアイレットのギミックが頑丈さと
オーセンティックさを表現しています。

レギュラー キャンバス トートバッグ
両手の自由がきいて便利・身軽なボディバッグ

小ぶりなサイズで体にフィットするトレンドボディバッグ。
スタイリッシュなデザインで、軽く、ストレスフリーなところがポイントです。
内ポケットが付いているので収納力も抜群。
普段使いやアクティブシーンで出番が増えること間違いなしのアイテムです。



シャワーサンダル
夏に大活躍のシャワーサンダル

各種タオル
さまざまなシーンで活躍の各種タオル

ハンドタオル
外出先で大活躍のハンドタオル

ビーチサンダル
夏にかかせないビーチサンダル

エンボス加工もできます！（１００個～）

マイクロファイバー メガネ拭き メガネケース



コインケース　ラバータイプ
ノベルティに人気のコインケース

コインケース

ファスナー付きキーケース

コインケース ボックス型

キーケース

 塩ビマルチケース

梱包はブリスターパッケージ！



PVCマスクケース

PUレザーマスクケース

コインケース　カード入れ付き

カードケース

IDカード入れ

パスケース

ポーチペンケース

名刺ケース アルミ名刺ケース



アイコスポーチ・グローポーチ

アイコスケース IQOS 3 MULTI

アイコスレザーケース アイコスケース IQOS 3

手持ちミラー

PUレザーコースター
コルク コースター

ファスナー付きクリアポーチ タブレットケース



手帳型iPhoneケース フリップあり

ベルト無し手帳型ケース

iPhone・スマホケース
1個～制作可能で様々な種類
のスマホケースをそろえております！
新機種も随時対応しております。

粘着パッドタイプ手帳型ケース　粘着パッドタイプ手帳型ケース ミラー付き　

手帳型 スマートフォンケース マルチ スライド クリップ ネオンサンドiPhoneケース



ウッドiPhoneケース　セパレート型

グリップケース 耐衝撃吸収ケース カードスライドケース
うさぎ型手帳タイプiPhoneケース

ウッドiPhoneケース 一体型

アクリルパネルカバーfor iPhone

ガラス iPhoneケース ウルトラスリム
グリッタースマホケース



両面ガラスモバイルバッテリー　8000mA

ミラー付き ハードケース　 手帳ケース 三つ折りマルチ
ユニフォーム型モバイルバッテリー

QIチャージャー

iPhoneケース 背面ガラス ミラー付き手帳型スマートフォンケース
スマホリング プレート貼り付け型 　スクエア型 /ラウンド型 



スマホリング　

スマホリング サークル型

Bluetooth イヤフォン

スマホスタンド シリコンタイプ

自撮りライト

AirPodsケース

防水 スマートフォンケース Bluetooth ワイヤレスヘッドフォン　 ミニ扇風機



2ポートACアダプター

キーホルダー キーチェーン リング型

リールキーホルダー　リールチェーン ピルケース　キーホルダー付き

カラビナ　リールチェーン

PVCキーホルダー ピックキーホルダー

モーテルキーホルダー ユニフォーム型レザーキーホルダー

レザーストラップ
カラビナキーホルダー　レーザー加工　



リールチェーン式キーホルダー リールチェーン式カラビナキーホルダー

PUレザー　ミラーチャーム 折りたたみコンパクトミラー 長方形

折りたたみ式ミニPUミラー 折りたたみミラー

レザー折りたたみミラー折りたたみコンパクトミラー　スクエア

ケース付きミラー 貯金箱

マルチパッド マウスパッド 捺印マット



コーム　櫛

ステンレスタンブラー

ピンバッジ

ドアノブハンガー ドンディスカード

ホイッスル　ステンレス製

形状カットクッション

クッション

スキミング防止 ポーチ ポシェット

長財布 ウォレット



エチケットセットアクリルトレイ

ヘアゴム アクリル貼り付け ドッグタグ アクリル貼り付けボールペン バインダー

メッシュプリントサングラス

ポリカバッジ マグネットクリップ

クリップ式バッグハンガー スライド式ライター

アクリル掛け時計・アクリル置き時計 ケーブルバンド



形状カットアクリルキーホルダー

アクリル掛け時計・アクリル置き時計 ケーブルバンド

ジュエリーケース　リングケース

ブックカバー ダイアリー 

うちわうちわ 紙タイプ

マグカップ カップホルダー

アウトドア折りたたみチェアアウトドア折りたたみチェア



会社名 株式会社ＲＡＦＥＥＳ

所在地 〒454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋３丁目１６−１８　1F

TEL 052-886-3129

FAX 052-886-3129

設立 2019年5月

代表 坂野 雅則

資本金資本金 10,000,000円

事業内容 広告企画・制作　その他、クリエイティブに関わる事業全て、プリント事業、OEM事業、EC事業

事業内容

ご注文方法

販促・OEM事業
オリジナルの〇〇を作りたい

１個から制作可能で短納期、低単価なグッズ商品のOEM
も行っており、様々なノベルティグッズの制作を行っております。
作りたいを形にし、お客様に満足していただける様最適な
ご提案をさせていただきます。

プリント事業
自社製造だからリーズナブル

アパレル製品/インクジェットプリント/カッティング転写/
インテリアパネル/ポスター/ステッカー/UV印刷/刺繍
お客様おひとりおひとりに真心を込めたきめ細かなサービスと
迅速丁寧な対応をモットーとしております。
すべて自社製造をしておりますのでお急ぎのお客様にも
対応可能です。お客様に出来上がりの素晴らしさを
実感していただき、様々な御用とのお手伝いを実感していただき、様々な御用とのお手伝いを
させていただくことがスタッフ一同の喜びとなっております。

デザイン事業
販促チラシやパンフレットはお任せ

Webサイトデザイン / ECサイトデザイン / 会社案内 / 学校案内 / 
パンフレット / グラフィックデザイン/ロゴ制作
情報を整理し、最適なカタチへと作り上げていきます。
ロゴマークや、新聞・ポスターなどの広告をはじめ、
販売促進のためのパンフレット、店舗内外の装飾など、
様々なデザインに対応しています。

映像制作・編集事業
様々にシーンで活躍

動画撮影/編集/制作/アニメーション制作/
インフォグラフィックス/CG制作/CM制作/
様々なシーンで接する機会の多くなった動画。
ターゲットがどんなシーンで視聴しているのかをトコトン考えながら、
思わず最後まで見てしまう、誰かと共有したくなる動画を
企画・制作いたします。

1 2 3

5 6 7

4

問い合わせフォーム、
メールにてお問い合わせ
をお願いいたします。

問い合わせフォーム、
メールにてお問い合わせ
をお願いいたします。

お見積もりにご了解を
いてただけましたら、
デザインデータのご入稿
をお送りください

お送りいただいた
デザインデータを弊社
担当が確認いたします

お見積もり・データ共に
完了次第、請求書を
メールにてお送りします。

サンプルの貸し出し無料!!
実績サンプル/無地サンプルに関しては原則無料
で貸し出しを行います。お気軽にお問い合わせください。
※校正サンプルは有償となります。
※そのままご使用する場合は買取になります。

指定口座への銀行振り込
になります。初回お取引の
お客様は前入金で
お願いいたします。

宅配便にて発送します。
納期はロット数によって
変動いたします。

初回お取引のお客様は量産開始前にご入金をお願いいたします。２回目以降のお取引のお客様の場合
月末締めでのお支払いにも対応いたします。ご相談ください。



電話でのお問い合わせ

052-886-3129

メールでのお問い合わせ
info@goods-garage.com

ホームページ
https://goods-garage.com/

〒454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋３丁目１６−１８ 1F


