
サービス案内

ユニフォーム・名刺・ホームページ・看板・ステッカー etc...

絡まった糸を解くように、
あなたの「困った」を「笑顔」にします。



クラフトラボは、2018 年 11 月に
「刺繍・ウェアプリント」を専門としてスタートした
総合デザインショップです。
開業以来、「出来る限り、NOは言わない」　を
弊社のスローガンに掲げて日々取り組んでおります。
様々なお客様とお付き合いさせて頂くなかで、
たくさんのご要望をお聞きしてきました。
その結果、お客さまをお手伝い出来る内容が拡大しています。
「刺繍・ウェアプリント」「名刺・チラシ制作」
「カッティングシート・看板制作」「ホームページ制作」、
更には新規事業の「犬の幼稚園」まで！！
と出来ることを増やしました。
弊社スタッフには、無理を承知ながらのことでしたが、
スタッフ一同、本当によく真面目に取り組んでくれている結果、
各ジャンルで多くのお客様にご利用して頂き、
かなりの確率でリピーターになってもらっています。
クラフトラボをより多くのお客様に知ってもらい、
そして利用して頂いた方には
　「価格以上に価値のある商品サービス」　を提供出来るように
日々努力して参ります。
今後ともどうぞクラフトラボをよろしくお願いいたします。



刺繍・プリント

印刷物

ホームぺージ製作

看板・幕製作

カッティングシート・
ステッカー製作



刺繍についてくわしく見る！

プリントについてくわしく見る！

会社や店舗スタッフの一体感・
団結力を高める必須アイテム！

一体感・団結力を高めるためには一番大事な
オリジナルユニフォーム。

会社やお店のロゴ、イラストなどを入れて
オンリーワンのユニフォームを作りませんか。

高級感が漂い、立体感が出る加工方法です。
ロゴや、こだわりのデザインなど
「この箇所は少しでも目立たせたい！」
という場合にオススメ。
コスト面ですが、刺繍の場合はデザインの複雑さ、
加工サイズによって金額が変わってきます。
ワンポイント、社名や名前を入れる場合であれば
プリントより刺繍がお得です。

弊社の加工方法は、刺繍と布プリントです！

ユニフォーム

刺繍

細かいデザインやグラデーションデザインなど
刺繍では難しい表現が出来ます。
布プリントは制作枚数が
増えれば増えるほど単価がお安くなります。
20枚、30枚、もしくはそれ以上制作したいという
お客様にはオススメの加工方法です。

布プリント

オリジナル



Tシャツ・ポロシャツ・パーカー・ジャケット・キャップなど
商品の種類も豊富に扱っております。

5.6 オンス　
綿 100％Tシャツ

S～XL   840 円

4.7 オンス
ドライ Tシャツ

S～XL　760円

4.7 オンス
ドライ＆カノコポロシャツ

S～XL　1,160 円

5.6 オンス
ロングスリーブ綿100％T(リブ付)

XS～XL　1,500 円

10 オンス
綿 100％　ジップパーカー

S～XL 　3,420 円

ポリエステル 100％
ジップパーカー

S～XXL　3,300 円

綿＆ポリエステル
ワークシャツ

XS～XL　2,900 円

お客様のご要望に応じた制作プランをご提案！

弊社でよくご利用頂いている商品をピックアップしています。こちらの商品以外にもラインナップは多数ございます。

オリジナルTシャツ 30枚を
なるべく予算を抑えて
ロゴを目立たせて作りたい！

他社のユニフォームより目立つように
前と後ろに社名とロゴを
大きくプリントしたTシャツを
20枚作りたい !

ロゴバックプリント
(1色)プラン

ロゴバックプリント
(1色)プラン

4.7 オンス　ドライTシャツ　S～ XL  760 円 ×30　22,800 円

ロゴバックプリント　版代　１色　　　7,500 円

ロゴバックプリント　プリント代１色 　460円 ×30　13,800 円

※ロゴデータをイラストレータデータで頂いた場合の価格になります。イラレデータがない場合は別途データおこし代を頂きます。

https://d-craftlab.com/works/
刺繍 プリント

弊社で作ったユニフォームの制作実績を紹介しています。

44,100円44,100円
１枚あたり1,470円

内 

訳
内 

訳

税込 50,200円50,200円
１枚あたり2,510 円

税込

ロゴバックプリント (1色)
＆左胸社名プリント(1色)プラン

ロゴバックプリント (1色)
＆左胸社名プリント(1色)プラン

5.6 オンス　 綿 Tシャツ　S～ＸＬ　840円 ×20　16,800 円

ロゴバックプリント＆左胸プリント　版代 1色　  7,500 円 ×2　15,000 円

ロゴバックプリント＆左胸プリント代　1色　  920 円 ×20　　18,400 円



印刷物 Paper item

印刷することで形に残る紙媒体の名刺やチラシ。
インターネットの膨大な情報に紛れることなく、
確実に相手に情報を届けてくれます。

営業やごあいさつに欠かせないアイテム。
相手の手元に残るので、
長いお付き合いにも一役買ってくれます。
フリーランスの方、
新規事業を立ち上げたい方にもおすすめです。

よくある安っぽいテンプレートは使いません。
一件ごとにじっくり打ち合わせし、
お店の雰囲気や呼び込みたいターゲットに
合わせたデザインをご提案します。

データを紛失してしまった印刷物や
手書きイラストなどを、
デジタルデータに書き起こすことができます。
書き起こしたデータは名刺に使用したり、
Tシャツにプリントしたり、用途は様々！

リーフレットや店内POP、ロゴマーク制作など、
ご要望があれば幅広く対応します。
お気軽にご相談ください。

名刺

チラシ

データ書き起こし

その他印刷物
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製作の流れ

名刺製作

5,900

デザインが苦手でも大丈夫

まずはご連絡を
作りたいものを
思いついたらご連絡下さい。
数量や内容などが決まっていると
打ち合わせがスムーズです。

クラフトラボのスタッフが
要件をヒアリングします。
「こういう物を作りたい」
という思いをお聞かせください。

打ち合わせでお聞きした
要件をもとに製作に入ります。

実際の印刷の前に
画像でデザインを

確認していただけます。

読み手に伝えたい情報がしっかり決まっていれば、
あとはデザイナーにお任せもできます。
賑やかな情報は賑やかに、美味しそうな情報は美味しそうに。
読み手に与えたい印象に合わせたデザインをご提案します。

打ち合わせ

データ制作・印刷

上質紙 180㎏
普通名刺サイズ
片面カラー
デザイン費込み 円

チラシ製作

38,100
光沢紙 90㎏
A4サイズ
片面カラー
デザイン費込み

1,000 部100部

（税込）

（税込）

（税込） 円

データ書き起こし

3,000持ち込みの写真や
画像データから
書き起こし 1点

※料金は一例です。正確な金額が知りたい方は、無料でお見積りしますのでお気軽にご連絡下さい。

円
～

そのほかの製作実績はこちら

名刺

チラシ
Flyer

Name card
Logomark

ロゴ



web制作
柳川市を中心に、地域の中小企業向けの
ホームページ（webサイト）をご提案。

インターネットでの情報収集が当たり前のいま
企業のwebサイトは重要な発信源です。

クラフトラボでは
どこから考えればいいかわからないという方にも丁寧に

最初の打ち合わせからデザイン、
サイト公開後は運営までしっかりとサポートいたします。

また、名刺やチラシといった紙媒体も合わせて作ることで
デザインイメージを統一した総合的なアプローチが可能です。

ヒアリング

初めてwebサイトを作る方もしっかりサポート

しっかりと打ち合わせを行い、現状の問題点や最終的に達成したい目標、ターゲットなど、
制作に必要な情報を洗い出します。お客様と一緒に話し合い、情報をまとめることで、
今何が必要か、どんなサイトにしたらいいかが見えてきます。

レスポンシブデザイン
スマートフォンのシェアはここ 10年足らずで一気に拡大しました。
今はパソコンでサイトを見るよりもスマホを使う人が増えています。
企業が届けたい情報を欲しい人にきちんと届けるために、
各端末で見やすく使いやすいデザインをご提案いたします。

WordPress
Webサイトは更新頻度が重要です。新しい情報が反映されることで、
ターゲット層へ情報が届きやすくなり、検索サイトでも高評価につながります。
WordPress は世界中で使われているプラットホームです。
このシステムを組み込むことで、管理画面から簡単にサイト更新が行えます。



料金表

サイトリニューアル

企業サイトを作る場合の見積もり例

現在webサイトをお持ちの方には

「開設してから時間が経っている」「デザインが古い」「スマホで見づらい」「使いにくい」などがあれば
是非弊社にご相談ください。Webの世界は移り変わりが激しいもの。
機能やデザインを刷新していくことで、より使いやすく、より確かな情報発信ツールになります。

製作実績は
こちら

※あくまで一例です。
※サイトの規模、制作の範囲などで金額や制作スケジュールは前後します。
※詳しくはお問い合わせください。「ヒアリング結果」

こんな
ホームページを
作るなら ￥495,000想定

電話やメールフォームからの問い合わせを増やす目　　標

ターゲット層 製品を取り扱う、県内～全国の企業（BtoB）

ページ数 5ページ（トップページ、企業情報、製品案内、新着情報、お問い合わせ）

シ ス テ ム WordPress 組み込み、お問い合わせフォーム組み込み、
Google アナリティクスの設置

サーバー・
ドメイン管理 新規契約あり

素　　材 画像・テキスト支給（お客様で用意、提出してもらう）

3ヶ月
制作期間 概算見積もり（税込）

プラン スタンダード プレミアム

￥495,000基本料金（税込） ￥748,000

～7ページページ数 ～10 ページ

プラン スタンダード

分割プラン

プレミアム

￥140,000製作費（頭金 / 税込） ￥300,000

￥22,000（×24ヶ月）月額（保守管理費込 / 税込） ￥26,000（×24ヶ月）

○お問い合わせフォーム ○

1セット新着情報 2セット

1ページ分管理ページ 2ページ分

○

※別途、保守管理費用として月額￥5,500（税込 /2年契約）をいただきます。

※2021年 9月末現在。
※サイトの規模、制作範囲などで金額は前後します。
※詳しくは、担当者までお問い合わせください。

各プランの料金を、月額でお支払いいただくプランです。2年契約

オススメ！

スマホ対応 ○



看板・幕

養生幕・横断幕

看板のデザインから施工までのすべてを自社で行うことで、
納期を早めることができ、無駄な経費を削減できるため、
低価格でスピーディーに制作を行うことができます。

養生幕・横断幕はターポリン生地に

インクジェット印刷で文字・イラスト・写真など印刷し

縫製・ハト目加工した幕です。メッシュ生地などもあり、

足場シートや大きなサイズの幕などにオススメです。

ガラス面
シート貼り看板

壁面看板

自立看板

ビルや店舗のガラス面にカッティングシートや
インクジェット出力シートを貼って、看板にするものです。
ガラスに専用のシートを貼りつけるだけなので
施工の工程も少なく、資材も少ないため、費用も抑えられます。

ビルや店舗のガラス面にカッティングシートや
インクジェット出力シートを貼って、看板にするものです。
ガラスに専用のシートを貼りつけるだけなので
施工の工程も少なく、資材も少ないため、費用も抑えられます。

ビルや店舗の壁面を利用して取り付ける看板です。
アクリル板やアルミ複合板などにシートを貼ったものを
壁面にビス止めをするものや、スチールやステンレスの
ボックスにLED照明を入れた電照看板などもございます。

地面に穴を掘りスチールやステンレス製の脚を
セメントなどで埋めて自立している独立看板です。
スチール製脚数本に平板面を取付けたものが多いです。
お店のイメージ看板や誘導看板に使われる事が多いため、
サイズを大きいものが多いです。

https://d-craftlab.com/works/

こんなものも作れます

製作事例公開中
製作実績 -看板 製作実績 -ステッカー



カッティングシート
ステッカー
カッティングシート
ステッカー
自動車、バイク、楽器など様々なものにオリジナルロゴや
社名などを貼ることでオリジナルアイテムに早変わりします。
会社のロゴを車に貼って社用車や宣伝カーにするのもおすすめです。

細かいデザインでもカラフルなデザインでも
そのまま表現することができます。
1枚から制作可能ですが、数多く作るほど、低価格で制作できます。
防水加工を施すことで、屋外でも使用することが可能で、
デザインの形に添って輪郭カットを行う事もできます。　　

カッティングシート

ステッカー

カッティングシートは非常に薄いながらも丈夫な塩ビシートで、
文字やロゴはもちろん、イラストなどのデザインも
自由自在に表現することができます。
金属やガラス、プラスチック、塗装した木材など
様々なものに様々な用途で使用できます。
カッティングシートはペンキなどの塗料とは違い、
剥がせばデザインの交換もすることができます。
発色がよく日差しや雨にも強いため、
案内板やイベント時の屋外看板などにもおすすめです。

５㎝ ×15㎝　　　 700 円（税込）
20㎝ ×60㎝　　3,800 円（税込）
50㎝ ×100 ㎝　 9,800 円（税込）

料金は素材や施工方法によって変わってきます。
最適なプランをご提案しますので

サイズ・数量・設置場所をお伝えください。

LINE でも
ご注文
受けつけて
います！

0944-85-8611
info@d-craftlab.com

見積り無料！

料
金
一
例



お問い合わせは

クラフトラボと同じ店舗内

0944-88-8811tel.

ワンちゃんとの快適な生活をサポート

友達登録は
QRコードかID検索で！

チャットによるやりとりで注文がスムーズ！
メッセージやタイムラインで
お得な情報もお届けします！

LINE

0944-85-8611 info@d-craftlab.com

お電話やメールでも お気軽にお問い合わせください

が便利

@lle7983t

クレジットカード・電子マネー
お使いいただけます福岡県柳川市東蒲池 79-8

営業時間　10:00 ～ 20:00 / 不定休
駐車場あり

総合デザインショップ

クラフトラボ

トリミング

プールトレーニング

犬のようちえん

ドッグホテル 子犬販売

ホームページはこちらから
https://04.c-craftlab.com/
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