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Since1978
東京・埼玉・千葉・神奈川の9つの事業所で写真・ビデオ
撮影やアルバム・パンフレット、チラシ制作・配布、会社
案内、ホームページ制作、ランディングページ制作をして
おります。

■ 幼稚園・こども園・保育園
■ スイミングスクール・スポーツクラブ

■ 舞台・クラシックバレエ
■ 特集



最高のパートナーとなるために
あら ゆ る 表 現 を 提 案し 、
イメージを超えてみせます。

Mission
私たちの使命・・・視覚伝達がさらに
求められる時代にむけて。

ビジュアルコミュニケーション・視覚伝達
チラシ・パンフレット・ポスターなどの紙媒体/写真を
始めとする映像/ホームページ（SNS）。
多種に渡る伝達手段はいずれも数秒間で結果が
決まると言われています。
今を読む斬新なアイデアと表現を、制作部・撮影部・
デザインワークス部の3部署で貴社のお手伝いが
出来ましたら幸いです。

Since1978

Total work

制作部
Production

撮影部
Shooting

デザインワークス部
Design Works
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スイミングスクール スポーツクラブ 集客パック

「これは！」というチラシが
ありましたらお気軽に
ご連絡ください。

WEB広告を継続して行うことは、ホームページ上に看板を立てる事と同様です。

https://lime78.co.jp/category/news/

ランディングページページ
（キャンペーン特設ページ）

入会予約フォーム
短期教室申込予約フォーム 動画制作、配信

▲特典で釣るのではなくスイミングの価値を知ってもらう企画です。

▲春に向けて運動を始めたい退会者向けカムバックキャンペーンプラン

▲共働きの子育て世代の声から生まれた企画。仕事から帰ってから子どもを通わせることができます。▲春に向けて運動を始めたい方向けトライアルキャンペーン ▲春に向けて運動を始めたい退会者向けカムバックキャンペーン

▲春に向けての3連休短期教室を企画・開催しませんか？

コロナの終息の兆しが見えないまま新たに緊急事態宣言が発出されました。
新規会員の獲得には苦戦が強いられますが、コロナが収まるのをじっと待っているだけではいけません。
経営の根幹は会員数×客単価です。新たな会員の集客、クラブの価値を上げての客単価アップも必要です。
ここのところ問い合わせの多い、販促チラシとWeb広告を組み合わせた集客パックをお任せください。

+

チラシ

新規会員獲得への企画
休・退会者へのPR企画
コロナ対策への取り組みをPRするPOP企画
緊急事態宣言下での業界各社の動き
など公開中です。　

集客企画、ライムホームページ上にて

ポスティング・新聞折込・地域情報誌

+

電子チラシ Shufoo! （掲載例）▶

「Google」や「Yahoo!」といった、検索エンジンの検索結果にユーザーが、
検索したキーワードに連動して掲載される広告です。掲載する為の手続き等を代行いたします。

モバイル

パソコン

WEB広告
リスティング広告

一度サイトに訪問したことのあるユーザーに
対して、再アプローチをうながす広告

リマーケティング（リターゲティング）広告

バナー

チ
ラ
シ
と
ウ
ェ
ブ
広
告
で

集
客
効
果
ア
ッ
プ

・〇〇店 726回閲覧 10,038円
・〇〇店 847回閲覧 11,611円
・〇〇店 822回閲覧 11,286円
・〇〇店 1,077回閲覧 14,447円
・〇〇〇店 310回閲覧 4,630円
・〇〇〇〇店 215回閲覧 3,225円
・〇〇〇店 238回閲覧 3,570円
・〇〇店 392回閲覧 5,696円
・〇〇店 324回閲覧 4,812円
・〇〇店 446回閲覧 6,398円

さらに集客効果アップ

（〇〇スポーツ様 閲覧数実例 8月分）

チラシデザイン､キャッチフレーズを流用でWEB広告を展開。
WEB広告はご予算に合わせて掲載が可能ですが、
毎月10万円　3ヵ月以上の継続をお勧めします。

〇〇〇スポーツ様 実例 1ヵ月 〇〇〇スイミング様 実例 1ヵ月

予算の設定 1日  3,000円

表示回数 16,150
クリック数 535

表示回数 22,900
クリック数 387

予算の設定 1日 4,000円

チラシデータをwebサイト「Shufoo!（しゅふー）」にて
掲載を行います。 

少人数制・夕方・
夜

デザインテンプレート紹介

詳
し
く
は
次
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

サンプル



Googleマイビジネスとは？

Googleマイビジネスのメリット!!
● 無料で利用できる為、費用はかかりません。
● シェアが大きく多くの方に情報を発信できます。
● 「地域名＋キーワード」で検索した時に検索結果に表示されます。

リマーケティングのメリット!!
● 見込客への効果的にアプローチができる。
● 長く検討している人対して効果が期待出来る。
● 興味を持っているユーザーにアプローチ回数を増やす事ができます。

リマーケティングとは？

Googleマイビジネスに登録することで、
Webからの集客を成功できる可能性があります。 インターネット上に看板を立てるイメージです。

Googleマイビジネスでできること

Googleマイビジネスとは、Googleが提供する、ビジネス
オーナー向けの情報管理ツールです。
 
お店の情報をGoogleマイビジネスに登録していると、
Googleマップや検索結果の右側に、お店の情報（営業時間・
定休日・電話番号・地図・写真など）を掲載することができます。
登録は無料です。最新情報の更新なども無料です。
登録方法は簡単で、住所などお店の情報を入力すれば、基本的な
情報は表示されるようになります。

サイトに訪問した事のあるユーザーに対し、インターネット上にバナー
表示をすることなどにより、サイトに興味のあるユーザーに効果的に
再アプローチができます。

「リマーケティング」と「リターゲティング」の違い
媒体ごとに呼び名が違うだけで、性質は同じです。
Google広告では、「リマーケティング」
Yahoo!広告やFacebook広告では、「リターゲティング」と呼びます。

・Googleの関連サイト（ユーチューブなど）
・livedoor（ライブドア）
・BIGLOBE（ビッグローブ）
・goo（グー）
・OCN（オーシーエヌ）
・価格.com

「Google広告」の掲載先

自社サイトに「タグ」を設置することで、自社サイトに訪問したユーザーに 
｢Cookie」を付与します。
訪問したユーザーが、別サイトを閲覧中に広告が表示されます。
また、訪問したユーザーと同じような属性の方に広告を表示することも
できます。

クッキー

リターゲティング広告の仕組み

「タグ」
リターゲティング広告を配信する為のコードです。

「Cookie（クッキー）」
サイトを訪問した方に対し、一時的に訪問履歴等のデータを保管する
仕組みの事です。

その他Googleと提携する200万以上のウェブサイトに表示されます｡
バナーの右上に　Ads by Google （※1） と書かれているものが、
グーグル提携する広告です。

Googleマイビジネスに店舗や会社を登録すると、次のようなこ
とが可能になり、集客効果を見込めます。
 
お店の基本情報を無料で掲載できる
ビジネスの基本的な情報を登録し、Google検索やGoogleマップ
で存在をアピールできます。店名（社名）・住所・電話番号・営業
時間・公式サイトを表示し、集客につなげることが可能です。
 
内観・外観・商品などの写真を掲載できる
きれいな店内やおいしそうなメニューの写真をアップできます。
するとお店の魅力が伝わり、「行ってみたい」と感じ、来店につな
がります。
 
口コミの管理・返信できる
ユーザーが投稿した口コミに返信し、コミュニケーションを取れ
ます。丁寧に返信することで信頼度が高まります。
 
リアルタイムの情報を発信できる
店舗でおこなわれているキャンペーン・イベント・クーポンなどの
情報を掲載することができます。タイムリーな情報を発信するこ
とで、ユーザーの関心を高めることが可能です。

ユーザーが入会する

別サイト閲覧中に広告が表示する

別サイト閲覧中に広告が表示する

自社サイトを見る

見込み客に広告を表示し、目に触れる状態に

広告がクリックされ､自社サイトが表示

広告

広告の仕組み

Cookieの
付与

タグの設置

クリック!!

※1



・行事のライブ配信できます。
・ネットで即日､撮影した行事のダイジェスト配信ができます。
密を避けるため、園行事のご家族の入場の制限を行っている幼稚園様にオススメです。※限定公開が可能です。

これまで行事が行えず、たくさんの思い出が記録
できなかった分、これからいっぱい動画で残そう。
　　　　

思い出は動画で残せる

おゆうぎ会・卒園式・謝恩会など幼稚園でのビデオ
撮影は、ぜひライムにご用命下さい。
幼稚園様のご要望に合わせた撮影・編集をご予算
の中で行ってまいります。
また弊社グラフィックデザイナーが手がけるオリ
ジナルのDVD・BDパッケージデザインはお客様
にも大変ご好評を頂いております。
サンプル・お見積り等は、お気軽にお問い合わせ
下さい。

特集
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ロゴやイラストをご自由に､お好きな色で製作頂け
ます。26色から組み合わせ自由に選択できます。

製作例▶土台となるバッグ使用でコストを抑えます。

お子様が喜ぶスクール水着
自由なデザイン
お好みの柄や色合い。

オリジナルスクール水着を作ります。

スクールのロゴマーク・文字が入ります。
様々なカスタマイズ！

スクールバッグ

Tシャツ・ポロシャツ

スクール水着

幼稚園様へ
良いものだけをお届けしたい。

United Athle(ユナイテッドアスレ)ドライアス
レチック無地ポロシャツ/4.1oz

4.1オンス
ドライアスレチック
ポロシャツ

¥780（税別）

5910

sizecolors
14 8

United Athle(ユナイテッドアスレ)トライブレ
ンド<アダルト>無地Ｔシャツ/4.4oz

United Athle(ユナイテッドアスレ)オーセン
ティック スーパーヘヴィーウェイト無地Ｔシャツ
/7.1oz

オーセンティック
スーパーヘヴィーウェイト
7.1オンスTシャツ

4.4オンス トライブレンド
Tシャツ<アダルト>

¥600（税別） ¥800（税別）

1090 4252

sizecolors
9 5

sizecolors
11 6

United Athle(ユナイテッドアスレ)ナイロンス
タジアム(一重)無地ジャケット

United Athle(ユナイテッドアスレ)ドライス
ウェット プルオーバーパーカ(パイル)/7.2oz

United Athle(ユナイテッドアスレ)ドライス
ウェット フルジップパーカ(パイル)/7.2oz

7.2オンス
ドライジャージー
フルジップパーカー

7.2オンス
ドライジャージー
プルーオーバーパーカー

吸水速乾性に優れた、
厚手の裏のパイル素材が
肌に優しく保温性にも
優れています。

ポリエステル100％でつくった
汗をすばやく吸って、すぐに乾く
優れもの！

ナイロン
スタジアム
ジャケット
(一重)

¥2,780（税別） ¥1,580（税別） ¥1,950（税別）

7054 1411 1410

sizecolors
6 4

sizecolors
9 6

sizecolors
9 6

ブランドによりましては若干色数が異なります。
※価格はシャツ本体の価格です。

シルクプリント（シルクスクリーンプリント）以外にも、インクジェットプリント・
転写プリント・箔プリント・ラインストーンプリントなど、２０種類以上も
の多種多様なプリント方法に対応しております。ライムのグラフィック
デザイナーによるロゴマーク、イラスト、文字の制作とカラーコーディ
ネイトプリントボディの選択はお客様のご要望をご満足頂ける形にして
まいります。ライムのクオリティーと経済性を追求したTシャツ、ポロ
シャツなどご依頼をお待ちしています。

スイミングスクール・スポーツクラブ様へ
ライムのデザイナーがお客さまのご要望をデザインしてま
いります。良品を経済的な価格で制作させて頂きます。
他社と比較頂ければ幸いです。

ライムのグラフィックデザイナーによるロゴマーク、イラスト、文字の制作とカラーコーディ
ネイトプリントボディの選択はお客様のご要望をご満足頂ける形にしてまいります。ライム
のクオリティーと経済性を追求したTシャツ、ポロシャツなどご依頼をお待ちしています。

United Athle(ユナイテッドアスレ)
ドライシルキータッチ無地Ｔシャツ
/4.7oz

4.7オンス
ドライシルキータッチ
Tシャツ

¥630（税別）

5088

sizecolors
15 9

United Athle(ユナイテッドアスレ)
ドライアスレチック無地Ｔシャツ
/4.1oz

4.1オンス
ドライアスレチック
Tシャツ

¥380（税別）

5900

sizecolors
26 12

United Athle(ユナイテッドアスレ)
ドライアスレチック無地ポロシャツ
/4.1oz

4.1オンス
ドライアスレチック
ポロシャツ

¥780（税別）

5910

sizecolors
14 8

United Athle(ユナイテッドアスレ)
ドライカノコユーティリティ(ボタンダ
ウン)無地ポロシャツ/5.3oz

5.3オンス
ドライカノコユーティリティ
ポロシャツ(ボタンダウン)

¥870（税別）

5052

sizecolors
15 8

Tシャツ・ポロシャツの
カラーバリエーションは最大51色

幼稚園通園バッグは､８タイプ 64種

ご希望されます幼稚園様にバッグサンプルを送らせて頂きます。

大会で、スタッフで、1枚から製作をいたします。

形・機能・デザインなどご指示ください
世界に1つしかないバッグをお作りします。

特集
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特集
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幼稚園・こども園・保育園

バレエ・舞台

スイミング・
スポーツクラブ

一般　その他

写真撮影 行事 /
写真撮影 保育風景 /
ホームページ制作 / 先生撮影販売

オリジナルスクールバッグ /
Tシャツ・ポロシャツ /
オリジナルスクール水着

通園バッグ / Tシャツ・ポロシャツ

動画撮影 行事 /
動画撮影 保育風景 /
ホームページ用 ダイジェスト

写真撮影 / DVD撮影 /
プログラム・ポスター・チケット制作 /
ホームページ制作

チラシ / 入会案内・パンフレット /
会社案内 / ポスター /
季刊誌・ニュース・会報 /
カレンダー /
はがき・ダイレクトメール・
年賀状・暑中見舞い

ホームページ制作 /
ホームページ広告

カード / 企画

看板/ノベルティ（販促物）

入園案内 / 看板 / 
ノベルティ（販促物）

卒園アルバム / イヤーブック

ECサイト（額装写真の販売）

写真撮影　行事

【年３～４回】
日常保育撮影
（ライム）

ご家庭に直接
お届けします
（ライム）

インターネット
展示・閲覧
（ライム）

プリント配布
（園様）

で開発したと

安心なインターネット閲覧システム『ライムスクールフォト』とは？
｢ライムスクールフォト」は、カメラマンによって撮影された各種行事の写真画像を、富士フイルムならで
はの高画質プリントに仕上げ、保護者の方にインターネット経由で販売するサービスです。保護者の方が
場所や時間を選ばず、パソコンやスマートフォンで画像を確認しながら注文をできることから、全国の
多数の教育機関にご利用頂き、ご好評頂いております。

保護者のメリット
幼稚園に行かなくても24時間いつでも写真を見ることができます。
たくさんの写真が見られて幼稚園の様子がよくわかります。
パソコンだけでなくスマートフォンからもご利用頂けます。
多彩な決済方法が選べます。（クレジット、コンビニ、代引き、キャリア決済）
ご利用方法がわからない場合は富士フイルムのサポートセンターがしっかりサポートします。
顔検索機能でお子様の写真をすばやく見つけられます。

日常保育の写真撮影サービス
年３回～４回、普段の日常保育に私たちプロカメラマンが無料で
お伺いし、撮影を行いインターネット展示販売で保護者様へ写真を
お届けするサービスです。

価格　1枚　70円～

１枚の写真から言葉が音が聞こえてくる写真を私たちは追い求めて来ました。
年4回のカメラマン研修はベテランから新人まで62名のカメラマンの必修科目です。
先生・保護者に代わって写真を撮らせて頂くプロカメラマンとしての心得・技術を研修しています。
入園、遠足、お泊まり保育、運動会、遊戯会などの行事写真、保育での写真撮影等、ライムのカメラマンを
お使い下さい。

入園式、遠足、お泊まり保育、運動会、お遊戯会などの行事の撮影を
ライムのカメラマンが責任を持って対応致します。

ライムでは、伝わるホームページを作るために、写真・動画撮影を大切に
考えております。園の想いや魅力をしっかり伝えます。

価格　8万円～

園様の実務的・金銭的ご負担は
ございません。

既存の写真屋さんのお仕事には
一切干渉せず、決してご迷惑を
おかけいたしません。

園様の御方針に合わせて、撮影
スタイルを柔軟に調整いたします。

写真撮影　保育風景

ホームページ制作

いつも一緒に過ごしている先生の眼差しに価値があります。
先生はiPhoneで撮影頂いた写真データを
アップロードするだけ。
アップロード→販売→配達まで
一貫して承ります。

先生撮影販売
先生がスマホで撮られた
写真を保護者に閲覧・販売

ライム幼稚園
LIME KINDERGARTEN年間行事 入園案内お知らせ

Notice About our garden Annual events Admission guidance Contact Us
お問い合わせ当園について

ライム幼
稚園

LIME 
KINDE

RGAR
TEN

MEN
U

新着情
報！

年間行
事

更新の
お知ら

せ
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.30
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幼稚園・こども園・保育園

バレエ・舞台

スイミング・
スポーツクラブ

一般　その他

写真撮影 行事 /
写真撮影 保育風景 /
ホームページ制作 / 先生撮影販売

オリジナルスクールバッグ /
Tシャツ・ポロシャツ /
オリジナルスクール水着

通園バッグ / Tシャツ・ポロシャツ

動画撮影 行事 /
動画撮影 保育風景 /
ホームページ用 ダイジェスト

写真撮影 / DVD撮影 /
プログラム・ポスター・チケット制作 /
ホームページ制作

チラシ / 入会案内・パンフレット /
会社案内 / ポスター /
季刊誌・ニュース・会報 /
カレンダー /
はがき・ダイレクトメール・
年賀状・暑中見舞い

ホームページ制作 /
ホームページ広告

カード / 企画

看板/ノベルティ（販促物）

入園案内 / 看板 / 
ノベルティ（販促物）

卒園アルバム / イヤーブック

ECサイト（額装写真の販売）

❶お問い合わせ≫ メールやお電話でお気軽にご連絡ください。

❸ 編集≫

❹ 修正≫

❷ お打ち合わせ≫ 担当者様へヒアリングとご相談。
撮影スケジュールの確認、撮影現場の下見。

❺ データ納品≫

サンプルを提出可能です。
修正点など、承ります。

事前に編集のご要望をお伺いしております。

撮影後、通常1.5カ月で納品させて頂きます。

基本的な事　ご利用の流れ

価格　10万円～

動画撮影　行事
動画撮影のご依頼が増えています。
幼稚園様のご要望に合わせた撮影・編集をご予算の中で行ってまいります。

行事だけでなく、保育の様子の撮影、
保護者様への販売も可能です。
登園から降園までの一日の流れを動画で収録いたします。

動画撮影　保育風景

ホームページのトップに掲載用の
短く園様を紹介する動画を制作いたします。

ホームページ用　ダイジェスト

行事、イベントのライブ配信も可能です。
セキュリティ面もご安心下さい。

ライブ配信

入園式 おゆうぎ会 遠足

おとまり保育 お餅つき・豆まき 運動会 卒園式

クリスマス会
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幼稚園・こども園・保育園

バレエ・舞台

スイミング・
スポーツクラブ

一般　その他

写真撮影 行事 /
写真撮影 保育風景 /
ホームページ制作 / 先生撮影販売

オリジナルスクールバッグ /
Tシャツ・ポロシャツ /
オリジナルスクール水着

通園バッグ / Tシャツ・ポロシャツ

卒園アルバム / イヤーブック

動画撮影 行事 /
動画撮影 保育風景 /
ホームページ用 ダイジェスト

写真撮影 / DVD撮影 /
プログラム・ポスター・チケット制作 /
ホームページ制作

チラシ / 入会案内・パンフレット /
会社案内 / ポスター /
季刊誌・ニュース・会報 /
カレンダー /
はがき・ダイレクトメール・
年賀状・暑中見舞い

ホームページ制作 /
ホームページ広告

カード / 企画

看板/ノベルティ（販促物）

入園案内 / 看板 / 
ノベルティ（販促物）

ECサイト（額装写真の販売）

価格　6,000円税込（全園児購入）
　　　先生注文分　3,000円（半額 希望購入）
　　　保育園様　進呈　２冊
内容　A４サイズ　
　　　写真表紙
　　　本文ページ　16ページ
　　　　　　　　　各年齢のクラスページ
                              （個人ポートレート・クラス保育風景）
　　　　　　　　　保育園の様子
　　　　　　　　　行事の様子
　　　　　　　　　園舎・点描

詳細

弊社のアルバム作りの特徴とは、
撮影をさせて頂いたカメラマンとグラフィックデザイナーの共同作業でアルバム作らせて頂いている
ことです。先生方のご意向をカメラマンとグラフィックデザイナーが写真編集・レイアウトで形作っ
てまいります。

一生残る大切なアルバムです。
安かったが、イメージとぜんぜん違った…。写真に満足できなかった…。では困ってしまいます。
決められた予算の中でご満足頂けるアルバムをご提供したいとの願いから、お客さまにご納得頂ける
制作に必要ぎりぎりでの価格をご提示させて頂きます。

卒園アルバム制作

表情豊かな写真で構成される卒園アルバム。
幼稚園生活のいくつもの感動がページを開くごとに蘇って
くる。ライムはそんな卒園アルバムの制作いたします。

納品は、卒園式・修了式まで入れさせて頂き、6月納品とさせて頂きます。

イヤーブック
一年間の成長を記録する。

卒園アルバム

P05_P06　そらぐみ

イヤーブックは卒園(卒業)アルバムと違い
毎年全園児様を対象に制作いたします。
0歳児～5歳児の成長が著しい、1年を1冊
のアルバムにしてお届けさせて頂きます。
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幼稚園・こども園・保育園

バレエ・舞台

スイミング・
スポーツクラブ

一般　その他

写真撮影 行事 /
写真撮影 保育風景 /
ホームページ制作 / 先生撮影販売

オリジナルスクールバッグ /
Tシャツ・ポロシャツ /
オリジナルスクール水着

通園バッグ / Tシャツ・ポロシャツ

卒園アルバム / イヤーブック

動画撮影 行事 /
動画撮影 保育風景 /
ホームページ用 ダイジェスト

写真撮影 / DVD撮影 /
プログラム・ポスター・チケット制作 /
ホームページ制作

チラシ / 入会案内・パンフレット /
会社案内 / ポスター /
季刊誌・ニュース・会報 /
カレンダー /
はがき・ダイレクトメール・
年賀状・暑中見舞い

ホームページ制作 /
ホームページ広告

カード / 企画

看板/ノベルティ（販促物）

入園案内 / 看板 / 
ノベルティ（販促物）

ECサイト（額装写真の販売）

オーダーメイド
オーダーメイドは３段階。カラーアレンジのセミオーダー
からフルオーダーまでお好みに合わせてお作りします。
制服に合わせて色、柄をコーディネイトさせて頂き
ます。

セミオーダー
定番製品をお好みに合わせてお作りします。
アレンジ生地は12種類、エッジラインは15色、ベルト
テープは６色からお選び頂けます。

フルオーダー
貴園だけのオリジナルバッグ、型も大きさも生地もお好み
の仕様にどんなカバンもお作りします。
園章・マークは、ライムのグラフィックデザイナーがお作りい
たします｡3種類のタイプよりお選び頂きます。

アフターサービス
安全な部品と素材を使って丈夫なカバンを作っています。万が一、通常使用で製品に不都合
が生じた時は、子どもたちが園に通う3年間は修理保証させて頂きます。サービス工場で即日
修理して返送いたします。

安全・安心
・耐久性の高いオリジナル樹脂製の耐朽性の高い８号チャックを開発。
・PVCの安全性試験を行い有害物質が含まれていない材料のみを使用しています。
・生地は子ども基準に合わせた生地を作っています。
・子どもたちの安全を最優先に万が一の事故を想定して、部品が外れる安全設計をしています。

通園バッグは、ご利用頂くお子さまに満足頂ける製品をお作りいたします。 Tシャツ・ポロシャツのカラーバリエーションは最大51色
（ブランドによりましては若干色数が異なります）  ※価格はシャツ本体の価格です。

通園バッグは毎年進化を遂げています。通園に限らず普段
使いも出来るデザイン性と耐久性を保証します。

有名ブランドを中心に取り揃えています。
Printstex / Glimmer / UnitedAthle / TRUSS / LIFEMAX  など

プリントボディの品揃え

Tシャツ・ポロシャツ / スウェットパンツ / トートバッグ / エコバッグ /
ドライTシャツ・ポロシャツ / トレーナー / パーカー / ブルゾン

CATEGORY

＊ ご希望されます園に、商品カタログを送らせて頂きます。ご請求ください。

型押しワッペン プリントワッペン 刺繍ワッペン

良いものだけをリーズナブルに。
シルクプリント（シルクスクリーンプリント）以外にも、インクジェット
プリント・転写プリント・箔プリント・ラインストーンプリントなど、
２０種類以上もの多種多様なプリント方法に対応しております。
ライムのグラフィックデザイナーによるロゴマーク、イラスト､文字の
制作とカラーコーディネイトプリントボディの選択はお客様のご要望
をご満足頂ける形にしてまいります。
ライムのクオリティーと経済性を追求したTシャツ、ポロシャツなど
ご依頼をお待ちしています。

United Athle(ユナイテッドアスレ)
ドライシルキータッチ無地Ｔシャツ
/4.7oz

United Athle(ユナイテッドアスレ)
ドライアスレチック無地Ｔシャツ
/4.1oz

United Athle(ユナイテッドアスレ)
トライブレンド<アダルト>無地Ｔシャツ
/4.4oz

United Athle(ユナイテッドアスレ)
オーセンティック スーパーヘヴィー
ウェイト無地Ｔシャツ/7.1oz

United Athle(ユナイテッドアスレ)
ドライアスレチック無地ポロシャツ
/4.7oz

United Athle(ユナイテッドアスレ)
ドライカノコユーティリティ無地ポロ
シャツ/5.3oz

United Athle(ユナイテッドアスレ)
オーセンティックスーパーヘヴィーウェ
イトスウェットフルジップ無地パーカー
/12.7oz

United Athle(ユナイテッドアスレ)
T/Cスウェット無地パンツ/10.0oz

United Athle(ユナイテッドアスレ)
T/Cクルーネックスウェット無地トレー
ナー/10.0oz

United Athle(ユナイテッドアスレ)
T/Cスウェットプルオーバー無地パー
カー/10.0oz

オーセンティック
スーパーヘヴィーウェイト
7.1オンスTシャツ

4.7オンス
ドライシルキータッチ
ポロシャツ

4.4オンス トライブレンド
Tシャツ<アダルト>

4.1オンス
ドライアスレチック
Tシャツ

4.7オンス
ドライシルキータッチ
Tシャツ

10.0オンス
T/Cスウェット
クルーネック
スウェット

10.0オンス
T/Cスウェット
プルオーバーパーカー

10.0オンス
T/Cスウェットパンツ

オーセンティック
スパーヘヴィーウェイト
12.7オンス
スウェット
フルジップパーカー

5.3オンス
ドライカノコユーティリティ
ポロシャツ

¥630（税別） ¥380（税別） ¥600（税別） ¥800（税別） ¥1,160（税別）

¥810（税別） ¥2,780（税別） ¥1,880（税別） ¥1,360（税別） ¥1,830（税別）

5088 5900 1090 4252 5090

5050 5738 5624 5928 5618

sizecolors
15 9

sizecolors
26 12

sizecolors
9 5

sizecolors
11 6

sizecolors
11 4

sizecolors
36 8

sizecolors
4 4

sizecolors
3 6

sizecolors
12 6

sizecolors
12 6

A-1a A-7a A-9 A-8DS-2 DS-3 DS-4

IM-0110 IM-1014 IM-0713 IM-1020 IM-0910

通園バッグ Tシャツ ・ ポロシャツ



1009

幼稚園・こども園・保育園

バレエ・舞台

スイミング・
スポーツクラブ

一般　その他

写真撮影 行事 /
写真撮影 保育風景 /
ホームページ制作 / 先生撮影販売

オリジナルスクールバッグ /
Tシャツ・ポロシャツ /
オリジナルスクール水着

通園バッグ / Tシャツ・ポロシャツ

卒園アルバム / イヤーブック

動画撮影 行事 /
動画撮影 保育風景 /
ホームページ用 ダイジェスト

写真撮影 / DVD撮影 /
プログラム・ポスター・チケット制作 /
ホームページ制作

チラシ / 入会案内・パンフレット /
会社案内 / ポスター /
季刊誌・ニュース・会報 /
カレンダー /
はがき・ダイレクトメール・
年賀状・暑中見舞い

看板/ノベルティ（販促物）

カード / 企画

ホームページ制作 /
ホームページ広告

入園案内 / 看板 / 
ノベルティ（販促物）

ECサイト（額装写真の販売）

A4サイズ入園案内

三つ折り 入園案内

タンブラー ストラップ

マスク

クリアファイル

“乗りたい”と思わせる､動く広告として効果が期待できます。

園バス　ラッピング

ノベルティ（販促物）
オリジナルノベルティは、実用的で広告媒体としても効果が期待できます。

価格 30万円～

駅看板 駅ポスター
地域への認知度アップ､信頼度アップが期待できます。 入園案内の告知などにいかがでしょうか。

価格 デザイン 5万円～価格 デザイン 5万円～

看板入園案内
オリジナルデザインの園案内は入園説明会や求人などに欠かせません。
冊子タイプやコンパクトなリーフレットタイプなど用途に応じたサイズとデザインが可能です。
ただデザインするだけでなくライムはあらゆる表現を提案し園にぴったりのイメージを
カタチにします。

クリアファイル、マスク、うちわ、ポケットティッシュ、ウエットティッシュ、カイロ、お菓子、飲料、カレンダー、バッグ、
エコバッグ、文房具、ふせん、タンブラー、タオル、マグカップ、キャラクター商材、ネックストラップ、ポリ袋、鏡 ・・・

メモ帳
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幼稚園・こども園・保育園

バレエ・舞台

スイミング・
スポーツクラブ

一般　その他

写真撮影 行事 /
写真撮影 保育風景 /
ホームページ制作 / 先生撮影販売

オリジナルスクールバッグ /
Tシャツ・ポロシャツ /
オリジナルスクール水着

通園バッグ / Tシャツ・ポロシャツ

写真撮影 / DVD撮影 /
プログラム・ポスター・チケット制作 /
ホームページ制作

動画撮影 行事 /
動画撮影 保育風景 /
ホームページ用 ダイジェスト

チラシ / 入会案内・パンフレット /
会社案内 / ポスター /
季刊誌・ニュース・会報 /
カレンダー /
はがき・ダイレクトメール・
年賀状・暑中見舞い

ホームページ制作 /
ホームページ広告

カード / 企画

看板/ノベルティ（販促物）

入園案内 / 看板 / 
ノベルティ（販促物）

卒園アルバム / イヤーブック

ECサイト（額装写真の販売）

プログラム

チケット

ポスター 価格　5万円～価格　15万円～

プログラム ・ ポスター ・
チケット制作
企画・デザインからご納品まで、ライムのグラフィック
デザイナーが責任進行いたします。
先生のご希望・舞台のイメージをカタチにさせて頂き、
オリジナルデザインで制作します。
デザイン・ご予算ご相談ください。

価格　30万円～

価格　2万円～

ホームページ制作
生徒様・保護者様が習い事を始めようと思う時､最初にすることは、インターネットへのアクセスです｡
インターネット上でのバレエ教室の情報発信は新規スクール生の獲得に効果的です。

DVD撮影

写真展示・インターネット閲覧・販売

写真撮影

集合写真 ポーズ ゲネ メイク

展示閲覧期間に、お教室へ足を運べない生徒様・保護者の方々に喜ばれています。また、お教室が
写真閲覧で混み合い、レッスンの妨げになる事態を避けらるのも利点の一つです。インターネットで
ご注文の場合、お支払い方法はコンビニ・銀行・カード決済よりお選び頂けます。お写真はご自宅へ
の配送となります。
※インターネット閲覧には、肖像権保護のため、パスワード制限を掛けております。
※パスワードは、先生・生徒様にプリントでお伝えいたします。

システム導入等の費用は掛かりません。
販売形式（希望注文販売）の為、撮影代・出張費も頂きません。販売価格はお問合せ下さい。

インターネット注文販売は、お教室・スタジオでの集金・写真配布などの
ご負担を減らすことができます。

A3サイズインデックスの冊子・webでの展示、販売。お選び頂けます。

ライムでは、写真撮影と同時にDVDの撮影も
承っております。
先生のご要望に合わせた撮影を行っております
ので、ご相談ください。
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幼稚園・こども園・保育園

バレエ・舞台

スイミング・
スポーツクラブ

一般　その他

写真撮影 行事 /
写真撮影 保育風景 /
ホームページ制作 / 先生撮影販売

オリジナルスクールバッグ /
Tシャツ・ポロシャツ /
オリジナルスクール水着

通園バッグ / Tシャツ・ポロシャツ

卒園アルバム / イヤーブック

動画撮影 行事 /
動画撮影 保育風景 /
ホームページ用 ダイジェスト

写真撮影 / DVD撮影 /
プログラム・ポスター・チケット制作 /
ホームページ制作

チラシ / 入会案内・パンフレット /
会社案内 / ポスター /
季刊誌・ニュース・会報 /
カレンダー /
はがき・ダイレクトメール・
年賀状・暑中見舞い

ホームページ制作 /
ホームページ広告

カード / 企画

看板/ノベルティ（販促物）

入園案内 / 看板 / 
ノベルティ（販促物）

ECサイト（額装写真の販売）

リクルート用など、用途に合わせ案内の
制作はいかがでしょうか。
最近はインタビュー動画を組み込んだリク
ルートサイトの制作も人気です。

● 木戸凛太郎　● 小枝　信慧

● 竹内　伶菜　● 伊東　学人　

● 川崎　陽向　● 佐野　愛璃　● 小林愛琉沙　● 柴田　美柚
● 大驛　ひな

● 星　　怜花　● 石原　綾乃　● 村島　望珠　● 中家　　仁

● 今田　成哉　● 山口　陽生　● 前川　咲季　● 小黒　咲希
● 柳澤　孝英　● 川上　紗來　● 野中　琳世

● 横山　　光　● 靏岡　倫也　● 井上　智貴　● 横林　恵那
● 大木　悠義　● 加藤　遼馬　● 細川　忠寛　● 谷口　雅弥
● 村島　望珠　● 道端　奏多　● 吉永もなみ　● 寺村　龍人
● 齋藤　芽生　● 渡辺　晃菜

● 忠平　岳久

溝の口：

玉　川：

溝の口： 

　  

玉　川：

溝の口：
　

玉　川：

 

溝の口：

1 級

2 級

3 級

5 級

GSC大会と同時開催されている泳力検定会へ、溝の口14名・玉川21名が
参加し合格しました。

泳力検定会

Autumn

No.345

2020

（公財）日本水泳連盟 認定

令和2年 7月1日発行
編集責任者 NECグリーンスイミングクラブ

マネージャー／関　　秀一 ・ 河合　大輔
NECグリーンスイミングクラブ発　行　所

〒211-0013　川崎市中原区上平間209-1
〒213-0011　川崎市高津区久本3-7-4

TEL.044-555-8951（玉　川）
TEL.044-811-2035（溝の口）

https://www.neclivex.co.jp/gsc/ＨＰ

友だち募集中
追加方法はかんたん！ スマホからたった1分！

@nec_gsc-mizo
@nec_gsc-tama

友達追加でクーポンをプレゼント！

❷IDを検索して追加

溝の口
玉川

玉川溝の口

❶2次元コードで追加

坂口 健史 先生

Doctor Style

医師

皆様お元気でお過ごしでしょうか。整形外科の外来で、「レントゲ
ンは問題ありませんね」と言われたことは無いでしょうか。なぜ整
形外科医はこの言葉が好き？なのでしょうか。 
内科と外科の違いについてはご存じでしょうか。内科は病気を診
断し、おもに薬をだしたりすることで治療を行います。外科は内科
で手術が必要と判断された場合に、手術を行うのが仕事です。 
私は整形外科ですが、整形内科は存在しません。そのため、病気を
診断し、薬をだします。必要な場合は手術をします。しかし、整形
『外科』ですから、手術が仕事の中心と考えている医師が沢山おり、
判断基準が『手術が必要か・必要でないか』という考え方になりが
ちです。手術が必要かどうかの判断は、診察とレントゲンにて判断
します。よって、手術が必要ない患者さんには「レントゲンは問題
ありませんね」とついつい説明してしまうのです。しかし患者さん
にしてみれば、痛みの原因は何なんですか？という疑問が残ります。
このように、整形外科の医者と患者さんの知りたいことに差がある
ため、すれ違いが起こり、患者さんに不満が残ることになります。
このことを知っていれば、「レントゲンは問題ありませんね」と言わ
れた時に、手術は必要ないのだと安心できるかもしれないですね。 
今後、整形外科やスポーツ医学に関するコラムを書いていこうと思
います。隔月で溝の口校と玉川校にお邪魔しておりますので、ご質
問などありましたら、ぜひご相談にきて下さい。

「レントゲンは問題ありませんね」 

プールからのお願い

マスクの着用を
して下さい

入口でアルコール消毒を
して下さい

体調が悪い時（37.0度以上）は
お休みして下さい

ＮＥＣレッドロケッツ
スペシャルゲスト 島村選手・柳田選手

ＮＥＣスポーツコラボ 第４弾  2020年８月３日・４日

８月３日（月）溝の口、８月４日（火）玉川にて、
ＮＥＣスポーツコラボ企画が行われました。
スペシャルゲストとして、ＮＥＣレッドロケッツ
から、島村選手・柳田選手が玉川に来てくれ
ました。みんなで一緒に写真を撮ったり、じ
ゃんけん大会をしたり、大盛り上がりでした。

左：柳田選手 / 右：島村選手

山尾選手と田渕選手が
オリンピック指定強化選手に!!!

令和2年度「オリンピック指定強化選手」に
認定されました！来年開催予定の
東京オリンピック出場を目指して精一杯頑張ります！

応援よろしくお願いします!!!

山尾 隼人選手と田渕 海斗選手
（共に溝の口校所属）が日本オリンピック委員会より

やまお はやと たぶち かいと

…休館日
…祝日営業日

…月会費引落し日
…届出関係〆切日
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箱根RUN FES日帰りツアー

4月2日（木）～5月5日（祝・火） 4月2日（木）～5月5日（祝・火） 

スプリングフェア
お友達紹介キャンペーン

4月19日（日）
富士山を望む箱根の雄大な自然を舞台にした大会「箱根
ランフェス」! 当日はステージやグルメなどのフェスプロ
グラムも充実しており、 ラン・温泉・グルメフェスなどお
楽しみ満載! ヴィム発着の日帰りバスで移動も楽々♪ 
本格的に走りたい方から、ラン以外にも楽しみたい方まで、
一緒に箱根を満喫しよう!!

シュノーケル&ダイビングツアー

6月27日（土）～30日（火）

5月13日（水）
東京オリンピックまであと少し!
その前にオリンピックと同じくらいヴィムのコンペもお楽
しみください＼（^o^）／
ゴルフが一段と楽しくなるトップシーズン～大好きなゴル
フ仲間や、ライバル同士と一緒に楽しくアツい一日をお過
ごしください

今年のシュノーケル&ダイビングツアーの行き先は、
「小浜島」！「コハマブルー」と呼ばれる、透き通った美しい
海の世界を満喫しに行きましょう♬
初めての方もヴィムのシュノーケルレッスンに参加すれば
基本はバッチリ！ ぜひ、ご参加ください！

＠清澄ゴルフ倶楽部

＠小浜島

第55回ヴィム杯ゴルフコンペ

フェア期間中、楽しいイベントを
ご用意してお待ちしております。
是非、ご家族・ご友人と一緒に

お越しください!!

いつも当クラブをご利用いただき
ありがとうございます。
現在クラブにお届けいただいて
いる、住所や緊急連絡先に変更は
ございませんか？是非一度ご確認
いただき、変更がある場合には、
フロントにて更新のお手続きをお
願いいたします。

お知らせとお願い

スクールレッスン月の第1週目は、FlightScope測定日

＠神奈川県山北町
大野山ハイキング&酒蔵ツアー

5月27日（水）
西丹沢の展望台、牧歌的な風景が広がる大野山でのんび
り大自然を満喫!
ハイキングデビューでも安心！ 低山ながら開けた登山道で、
富士山ビューポイントもたくさんの大満足コース！！！ 
温泉と神奈川の銘蔵『中澤酒造』のお酒もたっぷり楽しんで、
充実の1日になること間違いなしです♫

▶

▶10：00～20：00

10：00～22：00平日

日・祝

営業時間のお知らせ

（最終チェックイン21：00迄）

（最終チェックイン19：00迄）

株式会社 シンワ・スポーツ・サービス

「健康」 それは人間にとって
何ものにも代えがたい大切なもの。

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

https://shinwa-sports-service.co.jp

●川越スイミングスクール
〒350-1126 埼玉県川越市旭町2-15-7 TEL.049-244-8871

●北坂戸スイミングスクール
〒350-0275 埼玉県坂戸市伊豆の山町20-9 TEL.049-283-4399

●鶴ヶ島スイミングスクール
〒350-0806 埼玉県川越市天沼新田118-4 TEL.049-232-5921

●オーク スポーツクラブ川越
〒350-1126 埼玉県川越市旭町2-15-7 TEL.049-241-0909

●オーク スポーツクラブ鶴ヶ島
〒350-0806 埼玉県川越市天沼新田118-4 TEL.049-233-0909

●はぴねすくらぶ 川越
〒３５０－１１２６ 埼玉県川越市旭町２-１３-１ TEL.０４９-２６５-３４８０

●はぴねすくらぶ 北坂戸
〒３５０-０２７５ 埼玉県坂戸市伊豆の山町２０-１２
田中第二ビル１０２

TEL.０４９-２２７-３９１０

●OAK GYM 24 本川越店
〒３５０－１１２６ 埼玉県川越市新富町1-11-2
シントミビル5F

TEL.049-227-9315

●OAK GYM 24 東松山店
〒355-0017 埼玉県東松山市松葉町4-3-18
東松山ショッピングスクエア　シルピア内

TEL.0493-53-4501

●OAK GYM 24 所沢店
〒３５9-1123 埼玉県所沢市日吉町11-19
基和ビル　地下2階

TEL.04‐2902‐6551

●ホットヨガスタジオ［サプル］川越店
〒350-1126 川越市旭町2-15-7 TEL.049-265-3931

●ホットヨガスタジオ［サプル］鶴ヶ島店
〒350-0806 埼玉県川越市天沼新田118-4 TEL.049-233-0909

株式会社 シンワ・スポーツ・サービス

〒350-1126 埼玉県川越市旭町二丁目13番地1 TEL.049-246-3355（代）

SHINWA SPORTS SERVICE

3つ折り、冊子、変形サイズ…用途によって最適なご提案
をいたします。電子カタログへの変更も可能です。

キャンペーンチラシや短期教室募集チラシなど、オリジナルデザインで制作しております。打合せから
撮影・デザイン・印刷・配布(ポスティング・新聞折込・ぱど・リビング・地域誌)まで行っております。

チラシ

入会案内 ・ パンフレット

会社案内

ポスター

カレンダー 

会員様向けのポストカード制作いたします｡
ダイレクトメールとして発送代行も可能です｡

スクール、クラブのイベント案
内、スタジオプログラムのタイム
テーブルの制作も可能です。

館内のお知らせ、選手の活躍､
紹介キャンペーンのお知らせ
など、制作をいたします。

価格　デザイン 5万円～

価格　デザイン 5万円～

ライムでは、新規入会への集客企画だけでなく、
退会者への企画もご提案いたします｡ 
スクール・クラブの想いをカタチにします｡

デザイン、企画　制作代金　15万円～

はがき ・ 暑中見舞い ・ 
ダイレクトメール ・ 年賀状

スクール、クラブのお知らせの発行しませんか。
会員様の満足度アップの提案もいたします。
ダイレクトメールとして発送代行、SNSへの
配信も可能です。

季刊誌 ・ ニュース ・ 会報

デザイン、企画　制作代金　15万円～

デザイン、企画　制作代金　15万円～
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幼稚園・こども園・保育園

バレエ・舞台

スイミング・
スポーツクラブ

一般　その他

写真撮影 行事 /
写真撮影 保育風景 /
ホームページ制作 / 先生撮影販売

オリジナルスクールバッグ /
Tシャツ・ポロシャツ /
オリジナルスクール水着

通園バッグ / Tシャツ・ポロシャツ

卒園アルバム / イヤーブック

動画撮影 行事 /
動画撮影 保育風景 /
ホームページ用 ダイジェスト

写真撮影 / DVD撮影 /
プログラム・ポスター・チケット制作 /
ホームページ制作

チラシ / 入会案内・パンフレット /
会社案内 / ポスター /
季刊誌・ニュース・会報 /
カレンダー /
はがき・ダイレクトメール・
年賀状・暑中見舞い

看板/ノベルティ（販促物）

カード / 企画

ホームページ制作 /
ホームページ広告

入園案内 / 看板 / 
ノベルティ（販促物）

ECサイト（額装写真の販売）

ユーザーに「お問い合わせ」「資料請求」「購入」などをしてもらう事を目的にしたサイトです。

ランディングページ

Googleが、提供する広告出稿サービスで様々な
Webサイトに表示されます。

｢Google」や「Yahoo!」といった、検索エンジンの検索結果にユーザーが、
検索したキーワードに連動して掲載される広告です。掲載する為の手続き等を代行いたします。

Yahoo! JAPANや主要提携サイトに広告を掲載し、
検索ユーザーに効果的にアプローチができます。

SNS 制作
ＳＮＳ（Facebook・Instagram・LINE）アカウントの立ち
上げや配信用素材の制作を行います。

SNS 広告
ＳＮＳ（Facebook・Instagram・LINE）への広告です｡
1日千円から出稿が可能です。

動画制作・SNS配信・ライブ配信
オリジナル動画の制作はもちろん、15秒～30秒程の動画など用途に合わせ制作いたします。チラシ制作時の
写真を使用して、短期教室やキャンペーン等の告知動画の制作も可能です。
※YouTubeは、言わずと知れた世界最大級の動画検索エンジンのひとつです。
　アップロード等もご対応させて頂いております。

モバイル

バナー

パソコン

LINE

ホームページ制作 ホームページ広告
リスティング広告・バナー広告

※ 予算：月10万円～ / 期間:3ヶ月以上の
　 掲載をお勧めしております。

Facebook

思い描いているイメージや理想を担当者がしっかりと引き出します。
ホームページの制作は専門用語が多いのですが、分かりやすい言葉でご説明いたします。
リクルートページ、ECサイト（ショッピングサイト）、入会予約フォームの制作もお任せください。

■   Google広告

■   Yahoo!広告
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幼稚園・こども園・保育園

バレエ・舞台

スイミング・
スポーツクラブ

一般　その他

写真撮影 行事 /
写真撮影 保育風景 /
ホームページ制作 / 先生撮影販売

オリジナルスクールバッグ /
Tシャツ・ポロシャツ /
オリジナルスクール水着

通園バッグ / Tシャツ・ポロシャツ

卒園アルバム / イヤーブック

動画撮影 行事 /
動画撮影 保育風景 /
ホームページ用 ダイジェスト

写真撮影 / DVD撮影 /
プログラム・ポスター・チケット制作 /
ホームページ制作

チラシ / 入会案内・パンフレット /
会社案内 / ポスター /
季刊誌・ニュース・会報 /
カレンダー /
はがき・ダイレクトメール・
年賀状・暑中見舞い

看板/ノベルティ（販促物）

カード / 企画

ホームページ制作 /
ホームページ広告

入園案内 / 看板 / 
ノベルティ（販促物）

ECサイト（額装写真の販売）

セミナー

商圏資料　作成
新店舗の出店時など、商圏にどのような属性の方がいらっしゃるか、国勢
調査をもとに資料作成いたします。

業界向けの集客セミナーも開催中です。
労働問題などのテーマにも取り組んでおります。

このカードを入れることにより施錠できます。
扉の閉め方
カードを矢印方向に差し込み指先で溝まで押し込んでください。
扉を閉め、キーを左90°回して抜きます。

扉の開け方

カードを必ずフロントへお返しください。

キーを差し込み右90°回してください。
使用後、カードを手前に引いてから抜いてください。

※カードやロッカーキーを、紛失された場合には、
　2,000円（税別）の交換費用をご負担いただきます。

PETカード、磁気カードなど素材、ご提案いたします。

会員カード

紙のカードの制作の際も、最適なサイズや素材、ご提案いたします。

見学証、保護者証　

カード 企画

価格 1店舗 2万円～

バーコードによる
会員管理も可能です。



2019

幼稚園・こども園・保育園

バレエ・舞台

スイミング・
スポーツクラブ

一般　その他

写真撮影 行事 /
写真撮影 保育風景 /
ホームページ制作 / 先生撮影販売

オリジナルスクールバッグ /
Tシャツ・ポロシャツ /
オリジナルスクール水着

通園バッグ / Tシャツ・ポロシャツ

卒園アルバム / イヤーブック

動画撮影 行事 /
動画撮影 保育風景 /
ホームページ用 ダイジェスト

写真撮影 / DVD撮影 /
プログラム・ポスター・チケット制作 /
ホームページ制作

チラシ / 入会案内・パンフレット /
会社案内 / ポスター /
季刊誌・ニュース・会報 /
カレンダー /
はがき・ダイレクトメール・
年賀状・暑中見舞い

ホームページ制作 /
ホームページ広告

カード / 企画

看板/ノベルティ（販促物）

入園案内 / 看板 / 
ノベルティ（販促物）

ECサイト（額装写真の販売）

スクールのロゴマーク・文字入れも対応します。

様々なカスタマイズ

ポリエステル　420D/PVC

生地

26色から組み合わせ自由に選択

良品を。経済的な価格で製作させて頂きます。
ロゴやイラストをご自由に、お好きな色で製作頂けます。

オリジナルスクールバッグ Tシャツ ・ ポロシャツ

オリジナルスクール水着

お子様が喜ぶスクール水着
自由なデザイン
お好みの柄や色合いで
制作頂けます。

オリジナルスクール水着を作ります。

ライムのグラフィックデザイナーによるロゴマーク、イラスト､
文字の制作とカラーコーディネイトプリントボディの選択は
お客様のご要望をご満足頂ける形にしてまいります。ライム
のクオリティーと経済性を追求したTシャツ、ポロシャツ
などご依頼をお待ちしています。

大会でスタッフで1枚から製作をいたします。

United Athle(ユナイテッドアスレ)
ドライアスレチック無地ポロシャツ
/4.1oz

4.1オンス
ドライアスレチック
ポロシャツ

¥780（税別）

5910

sizecolors
14 8

United Athle(ユナイテッドアスレ)
ドライカノコユーティリティ(ボタンダ
ウン)無地ポロシャツ/5.3oz

5.3オンス
ドライカノコユーティリティ
ポロシャツ(ボタンダウン)

¥870（税別）

5052

sizecolors
15 8

United Athle(ユナイテッドアスレ)
ドライシルキータッチ無地Ｔシャツ
/4.7oz

4.7オンス
ドライシルキータッチ
Tシャツ

¥630（税別）

5088

sizecolors
15 9

United Athle(ユナイテッドアスレ)
ドライアスレチック無地Ｔシャツ
/4.1oz

4.1オンス
ドライアスレチック
Tシャツ

¥380（税別）

5900

sizecolors
26 12
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幼稚園・こども園・保育園

バレエ・舞台

スイミング・
スポーツクラブ

一般　その他

写真撮影 行事 /
写真撮影 保育風景 /
ホームページ制作 / 先生撮影販売

オリジナルスクールバッグ /
Tシャツ・ポロシャツ /
オリジナルスクール水着

通園バッグ / Tシャツ・ポロシャツ

卒園アルバム / イヤーブック

動画撮影 行事 /
動画撮影 保育風景 /
ホームページ用 ダイジェスト

写真撮影 / DVD撮影 /
プログラム・ポスター・チケット制作 /
ホームページ制作

チラシ / 入会案内・パンフレット /
会社案内 / ポスター /
季刊誌・ニュース・会報 /
カレンダー /
はがき・ダイレクトメール・
年賀状・暑中見舞い

看板/ノベルティ（販促物）

カード / 企画

ホームページ制作 /
ホームページ広告

入園案内 / 看板 / 
ノベルティ（販促物）

ECサイト（額装写真の販売）

中吊り広告
地域への認知度アップ、信頼度アップが期待で
きます。

屋外看板/屋内サイン

懸垂幕/横断幕 のぼり/タペストリー

“乗りたい”と思わせる、動く広告として効果が期待できます。

スクールバス　ラッピング

クリアファイル、マスク、うちわ、ポケットティッシュ、ウエットティッシュ、カイロ、お菓子、飲料、カレンダー、
バッグ、エコバッグ、文房具、ふせん、タンブラー、タオル、マグカップ、キャラクター商材、ネックストラップ、
ポリ袋、鏡、ふせん・・・

イベントの盛り上げに
いかがでしょうか。

ポケットティッシュ

ウエットティッシュ

うちわ

マスク

カレンダー

看板
キャンペーン、短期教室の告知など、いかがで
すか。

駅ポスター

看板
価格 3万円～ 価格 5万円～

価格 5万円～ 価格 3万円～

価格 10万円～ 価格 10万円～

ノベルティ（販促物）
オリジナルノベルティは、実用的で広告媒体としても効果が期待できます。

価格 30万円～

一般的な看板の他、デジタルサイネージの制作
も可能です。

大きなキャンペーン、新店舗のグランドオープン
などにいかがですか。

短期教室、キャンペーン告知にいかがですか。
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幼稚園・こども園・保育園

バレエ・舞台

スイミング・
スポーツクラブ

一般　その他

写真撮影 行事 /
写真撮影 保育風景 /
ホームページ制作 / 先生撮影販売

オリジナルスクールバッグ /
Tシャツ・ポロシャツ /
オリジナルスクール水着

ECサイト（額装写真の販売）

通園バッグ / Tシャツ・ポロシャツ

卒園アルバム / イヤーブック

動画撮影 行事 /
動画撮影 保育風景 /
ホームページ用 ダイジェスト

写真撮影 / DVD撮影 /
プログラム・ポスター・チケット制作 /
ホームページ制作

チラシ / 入会案内・パンフレット /
会社案内 / ポスター /
季刊誌・ニュース・会報 /
カレンダー /
はがき・ダイレクトメール・
年賀状・暑中見舞い

ホームページ制作 /
ホームページ広告

カード / 企画

看板/ノベルティ（販促物）

入園案内 / 看板 / 
ノベルティ（販促物）

無垢材を使用し、熟練した職人の手作業
によって作り出されるフレームには、既製品
では得ることのできない暖かい風合いを
感じることができます。

信念を持って作品を撮り続けている写真家が「作品を撮り・発表する場を作りたい」という思いから
サイトを立ち上げました。
販売する立場として、写真家が明日も安心して写真を撮り続けて頂けるお手伝いをさせて頂きま
す。 ご覧頂いた皆さまに１枚の写真から感動をお伝え出来ましたら嬉しいです。

Lime Lab（ライム ラボ）について

PHOTOGRAPHER

   川畑 嘉文

   佐々木 浩之

   アラタン ホヤガ

写真家集団　ライム

   森岡 一郎

   村田 富士雄 

   棚村 秀仁

   藤原 宏樹

   田中 美晴

額装本体

額装イメージ １
サイズ

４１５mm(横)×２９２mm(縦)

額装イメージ ２
サイズ

２９２mm(横)×２０５mm(縦)

お部屋に飾った際のイメージとなります。

フリーランスフォトグラファー

写真家集団　ライム

ECサイト（額装写真の販売） Notepad


	2012_ca_pc
	2012_ca_pc
	2012_ca_pc
	210119_ca_pc 2
	201228_ca_pc
	2012_ca_pc
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	210119_A3横カタログ_撮影
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