
製作オーダーガイド

名入れから完全別注までＯＫ！

色も形も
デザ

イン
も

自由にオ
ーダ

ーメ
ード
で

き
る
よ
！



イメージキャラクター
「フィットメイトン」

あ な た の 会  社 に“フィット”する
粘 着 メモ 、 ありま す。
ちょっとしたメモとして　使われるだけでなく、

ノベルティや管理・PR　 ツールとしても大活躍。

それがリンテックの貼っ　てはがせる粘着メモ「フィットメイト」です。

人気の手帳タイプや、   さまざまな名入れアイテムが充実。

もちろん用途に合わせた　フルオーダーメードも可能です。

「低コスト」「短納期」   「小ロット」などさまざまなニーズにも対応。

フィットメイトで、自社　 ならではのアイテムをつくってみませんか？
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人 気
NO.1!!

３サイズ／４色の付箋・粘着メモをワンパッケージにした「フィットメイトD100」。
表紙に十分な広告スペースを確保しているので販促ツールに最適です。

表紙で個性をアピール！
簡単にアレンジできる手帳タイプ。

セ ミ
オーダー
メ ー ド
名入れ印刷

フィットメイト D100

本や書類の気になるところに貼る
のに最適なサイズ。もちろんメモ
も書き込めます。

ちょっとしたお知らせやメモにも
便利なサイズ。２色あるのでメモ内容
に合わせてジャンル分けできます。

文章も書き込める大判サイズの
粘着メモ。ダンボールなどに貼って
荷物の仕分けにも使えます。

手帳と一緒に持ち歩いて使ったり、デスク回りでも頻繁に活躍したり。
ビジネスシーンのお供として、いつでも使ってもらえるノベルティです。

付箋（小）

付箋（中）

粘着メモ

全体サイズ
本体寸法：145mm×78mm

付箋・メモ用紙（色上質紙［スタンダードタイプ］）
グリーン ：15mm×75mm…1冊
ピンク/ブルー：25mm×75mm…各1冊
イエロー ：75mm×75mm…1冊
積層枚数 ：各20枚/冊

表紙材質
コート紙〈260〉
テンカラー〈300〉

表紙色見本

145mm
（表紙サイズ）

159mm（表紙展開サイズ）

78mm

75mm

75mm

25mm

25mm

15mm

４種類の付箋・粘着メモが１冊の手帳にいつでも

便利！
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さらに詳しく！
D100の仕様はこちら

※蛍光紙タイプもお選びいただけます。 ※名入れ印刷は、オフセット・箔押し（金/銀）が可能です。

赤　　　　　　　 濃桃　　　　 　  黄　　　　  　　 象牙  　　　　　 リネン

淡緑　　　　　　 鶯　　　　 　　  空　　　　　  　 黒

テンカラー

S E M I



表紙（表１/表４）への印刷方法は３種類から選択

広告展開と連動したデザインで
販促ツールを製作できます。

コーポレートカラーで印刷すれば、
御社らしいノベルティに。

上質で高級感のあるイメージを
印象づけることができます。

「フルカラー印刷」のほかにも、低コストで印象的に仕上げる「単色印刷」、
高級感のある仕様で個性を表現する「箔押し」の３種類を用意しています。

急なスケジュールでのノベルティ製作やお試しで製作したいツールなど、
フィットメイトD100はさまざまな要望にお応えします。

フルカラー印刷

POINT

1

発注時のニーズにとことん対応POINT

2

単色印刷 箔押し（金/銀）

表紙はオリジナル印刷が可能
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少ない配布ツールにもこだわれる！

短納期

小ロット

素早くノベルティを用意できる！

たくさんつくって、たくさん配れる！低コスト

ビジネスシーンで大活躍！

使ってもらえるノベルティ

「D100」は、宣伝効果も抜群!!

カンタン

発注！



食材使用後は、
そのメモをはがして、
そのまま台帳で管理したい。食品工場

大きな荷物に貼るので
大判サイズが欲しい。物流倉庫

小さいサイズの付箋に文字を印刷することで、
捺印の邪魔をせずに明示できます。

大判サイズの粘着メモにすることで、
広い倉庫でも荷物の識別が容易です。

写真印刷に適したコート紙を使用することで、
鮮やかな仕上がりに。

保険 ピザ宅配

印象的な伝言メモから在庫管理表まで、お客様の用途に合わせたオリジナルの
フォーマットに対応。さまざまな用途にもピッタリの付箋・粘着メモを作成できます。

フィットメイトはさまざまなカタチで
ビジネスシーンの課題を解決します。

お客様に手間を取らせないよう、
捺印箇所を明確にしたい。

期間限定のサービスを
印象的に告知したい。
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在庫管理表などを御社オリジナルのフォーマットで製作することで、
作業の効率化を図ることができます。ココがフィット！！

フ ル
オーダー
メ ー ド
事 例 提 案

F U L L

P

一枚で入庫から使用（廃棄）までの履歴を表示でき、その
まま台帳に貼り替えて記録として残すことができます。



フルオーダーメードの場合でも、ご希望の形やデザインによっては
「低コスト」「短納期」「小ロット」での製作が可能です。
まずは、お問い合わせください。

診察券と一緒に保管しやすいよう、
ぴったり合ったサイズを提案。

メモ部分を立てて使うタイプなら、
机の上でも埋もれません。

オリジナル性を出すことによって、
御社のイメージを印象づけます。

チェック項目を印刷しておくことで、
検査作業を確実・スムーズに。

検査場 出版

病院 オフィス

検査状況を商品自体に
貼って表示したい。

記事や広告の掲載ページを
分かりやすく知らせたい。

診察券に予約日の連絡を
貼って伝えたい。

電話応対での伝言メモを
分かりやすく伝えたい。
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ココがフィット！！

身近な場面で

こんなに使われているよ！

まだまだ活用法はあるはず！！



ご要望に合わせて、フルオーダーメードが可能です！

さらに、こんな加工をすることもできます！

各種カラーペーパーをはじめ、
トレーシングペーパーやコート紙
などから選択できます。

付箋・メモ用紙は定番色をはじめ、
蛍光色を選ぶことも可能。40色
以上の多彩な色数から選べます。

目的や費用に応じて、付箋・粘着
メモのサイズや積層枚数を調整
することができます。

付箋・粘着メモ１枚１枚に、単色
だけでなく４色フルカラー印刷
ができます。

例えば「星型」や「ハート型」な
ど、ご希望のデザインに合わせ
て型抜きできます。

名入れを行う場合でも、小ロット
で製作することが可能です。
お気軽にご相談ください。

4色印刷

メモ裏面の、のり部分を３か所に
増やし、粘着力アップ。はがれや
すい部分にもしっかりつきます。 

3Border

紙の種類 紙の色 サイズ・枚数

３本の「のり」でしっかり貼れる！

のりのついていないメモ部分を
切り取って使えるように、ミシン
目を入れることができます。

ミシン目加工
切って使える粘着メモに！

社名やロゴなどを、のり面にも
印刷できます。メモ面の機能を
保持したまま、PRが可能です。

のり面印刷
さりげなくアピールできる！

名入れ印刷やデザインだけでなく、紙質や色、形や枚数まで。
フィットメイトはご希望に合わせたアイテムを低コスト・短納期で製作できます。

あなたの希望に合わせてつくれる、
世界に一つだけの付箋・粘着メモ！
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フ ル
オーダー
メ ー ド
仕 様 紹 介

型抜き

曲面や凹凸面でもよくつく！パソコンのフレームなどくっつき
にくい部分でも安心！

ロット数

使用目的・ターゲットなど、お客様のニーズに合わせたオリジナルの
ノベルティをご提案します。ココがフィット！！

スリーボーダー

（メモ裏面）

のり部分

1

のり部分

2

のり部分

3

F U L L



フィットメイトは、オフィスや生活シーンで活躍するアイテムを取りそろえています。
どのアイテムもオリジナル印刷が可能なので、広告宣伝のアピールにも効果抜群です。

ノベルティやギフトにぴったり！
さまざまな形、機能が充実。

このほかにも表紙を組み立ててペン立てにできるタイプや、ブロックタイプの
粘着メモなど、「宣伝効果をより高めたい」というニーズに合うアイテムが満載
です。詳しくは、ウェブサイト「フィットメイトドットコム」でご紹介しています。

セミオーダーメード フルオーダーメード

ア イ テ ム
ラインアップ
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３冊の付箋と１冊の
粘着メモがセットに
なったタイプ。配布用の
販促ツールに最適です。

フィットメイトＬ-1
手配り用の販促ツールなら、

色上質紙（スタンダードタイプ）

蛍光紙

ココがフィット！！

卓上カレンダーに
付箋・粘着メモをセット。
１年間通して使って
もらえるアイテムです。

フィットメイトカレンダー
年末年始の挨拶に持って行くなら、

台紙も貼って
はがせるので、
お好みの場所に貼って
使用できます。

フィットメイトダイアリー
手帳に貼って使ってもらうなら、

１冊の中に
さまざまな色・サイズの
付箋をとじ込んだ
ブックタイプです。

フィットメイトペピー
いつも携帯してもらうなら、

二つに折り曲げて
使えるので、
大切なメッセージを
守ります。

フィットメイトフォリオ
個人情報を守れるメモなら、

ボックスティッシュのように
ペーパーボックスから
粘着メモを次々と取り出せる
アイテムです。

フィットメイトポップアップ
とことんラクに使ってもらうなら、

半透明のトレーシング
ペーパーを付箋・粘着メモ
に採用。貼った部分を
隠しません。

フィットメイト トレーシング
文字の多い本に貼って使うなら、

高透明フィルムを表紙に
使用したタイプ。
表紙は、フルカラーでの
印刷にも対応しています。

フィットメイトA100/AK
ビジネスシーンで使ってもらうなら、

A100タイプ（色上質紙［スタンダードタイプ］）/
AKタイプ（蛍光紙）



リンテックからの

楽しい提案にご期待ください！

ココがフィット！！
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フィットメイトのオーダーメードの発注はとてもシンプル。
大きく三つのステップに分けて製作を進行します。安心して完成をお待ちください！

オーダーメードもスムーズに。
発注までの３ステップ！

オ ー ダ ー
の

流 れ

STEP

1

STEP

2

STEP

3

ご相談

ご提案

ご検討

下記のチェックリストをご確認いただいてから
お問い合わせいただくと、よりスムーズな進行が可能です。

サンプル、見積書など、お客様の
ご要望に合わせて早急にご提案いたします。

提案内容に対するご意見をお聞かせください。
お客様のご要望にフィットするまでご提案いたします。

納期などスケジュールに関しては可能な限り柔軟に対応します。
まずは担当者までご相談ください！

ご注文へ

フィットメイト発注前チェックリスト

□ 使用目的（販促用、業務用、社内用など）

□ ターゲット（年齢、性別など）

□ スケジュール（希望納品日/納品場所）

□ 予算（または希望単価）

□ 数量

□ 希望事項（サイズ/枚数/刷色など）



ねぇねぇ、

このフィットメイト

かわいくない？

色、形、自由自在
のフィットメイト

！

自社キャラクタ
ーでのOEM供

給も承ります！！



5005DE160320 改

TEL.（０３）3868-７７33  FAX.（０３）3868-7739
  〒１12－0004 東京都文京区後楽2－1－2 興和飯田橋ビルお問い合わせは、建装材営業部

http://www.lintec.co.jp/●本社　〒173-0001　東京都板橋区本町23-23
●支店　札幌・仙台・北陸・静岡・名古屋・大阪・広島・四国・福岡　　●工場　吾妻・熊谷・千葉・平塚・龍野・新宮・小松島・三島
●テクノロジーセンター　伊奈　　●研究所　蕨

www.fitmate.com
フィットメイト  ドット   コム

さらに詳しい情報は、ウェブサイトをご覧ください。

充実の
コンテンツが満載！
今すぐアクセス ■卓上カレンダーなど、シーズンごとの「イチ押し」が分かる！

印刷可能範囲 のり部分

長方形
（例：１００mm×７５mm）
印刷可能範囲：９４mm×６９mm

正方形
（例：７５mm×７５mm）
印刷可能範囲：６９mm×６９mm

※複雑なデザイン、鋭利なデザインは
　型抜きできないことがあります。

型抜き（お好きな形に対応します。）
（例：７０mm×７０mm以内丸型）
印刷可能範囲：型の内寸４mm以内

付箋＆メモの印刷可能範囲とのり部分

付箋＆メモ用紙色見本

型見本＆色見本

アミ・チャート印刷色の濃度をアミ印刷で
調整できます。

１００          ９０            ８０            ７０            ６０            ５０            ４０            ３０            ２０            １０(％)
※アミ印刷は諸条件により多少異なる場合もあります。

※印刷の関係上、実際の色とは異なります。

●上質紙、コート紙、合成紙もお選びいただけます。
※厚み、銘柄は当社指定品となります。

■色上質紙（スタンダードタイプ）

ブルー　　　　　　　     ホワイト（白色度７０％）　  イエロー　　　　　　　  グリーン　　　　　　　  ピンク

■蛍光色

ピンク　　　　　　　  　グリーン　　   　　　　　イエロー  　　　　　　　オレンジ

ブルー　　　　　　　　　ホワイト　　　　　　　　イエロー　　　　　　　　グリーン　　　　　　　　ピンク　　　　　　　　　オレンジ　　　　　　　　バイオレット

レモン色　　　　　　　　淡象牙色　　　　          うすだいだい色　　　　  白茶色　　　　　　　　　クリーム色　　　　　　　ピュアライトクリーム色     ピュアカナリア色

■色上質紙

■トレーシングペーパー

アミ印刷

付箋
（例：２５mm×７５mm）
印刷可能範囲：１９mm×６９mm

※上記サイズはあくまでも一例です。どのようなサイズでも承ります。　※のり部分への印刷も可能です。　※アンダーラインのあるサイズ側が、のり付き部分です。

黄色　　　　　　　　　　濃クリーム色　　　　　　若草色　　　　　　　　　もえぎ色　　　　　　　　鶯色　　　　　　　　　 ピュアライム色               みどり色

若竹色                         浅黄色                         ピュアライトブルー色       水色                            空色                            ブルー色                       うす水色

藤色                           むらさき色                    さくら色                       薄紅色                         ピュアピンク色              桃色                           サーモン色

だいだい色                    オレンジ色                    しろ色                          銀鼠色                         ピュアアイボリー色

■用途別・タイプ別にさまざまなアイテムを見られる！

フィットメイト
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