オリジナルてぬぐいについて

古くは、歌舞伎役者の襲名披露や商店の宣伝用として広まったお配りてぬぐい。その後も、お祭りの鉢巻用に揃いであつらえたり、
落語家さんの真打昇進のお披露目などに使われてきました。

思い出や記念を残すものとして【オリジナルてぬぐい】がおすすめです。75 枚の少量で、完全にオリジナルのデザインが作れます。
ご結婚やご出産のお祝い、クラブやサークル活動の記念、お店のご挨拶や宣伝など幅広くご利用いただけます。何人もの職人達
が手を掛けてみなさまだけのてぬぐいをお作りします。

オリジナルてぬぐいのご案内
ご注文枚数
納 期
染め方の種類

ご注文枚数は最少 75 枚から承りいたします。反物で染めているため、追加の枚数は 25 枚ずつとさせて
いただきます。但し手染めのため、仕上がり枚数が上下する場合がごさいますので、ご注文の際にはお客
様の必要枚数をお知らせくださいませ。

デザイン確定後、約 60 日間でお渡しいたします。デザインを弊社に依頼される場合は、デザインアップ
まで２週間ほどお時間をいただいております。
年末年始・ゴールデンウィーク・中元のご注文は 70 日以上かかることもございますのでご了承ください。

オリジナルてぬぐいで染められる技法をご案内します。詳しくは 3 ページをご覧ください。

デザインについて デザインのポイント・注意点を記載しております。詳しくは 4 ページをご覧ください。

オリジナルてぬぐいの出来るまで 「オリジナルオーダーてぬぐい」のデザインから出来上がりまでをご案内いたします。
詳しくは 5 ページをご覧ください。

オリジナルてぬぐい オーダー方法
■ご注文受付
■お見積りの目安

■制作にあたってのご注意

ご注文の流れ

・デザインモチーフお持込み
・デザインイメージのみ

実寸図案 お持込みの場合
■ 店頭にて色決め

■ デザイン修正・ご確認

約

■ デザインアップ

※1 ～ 2 週間ほどお時間がかかります

デザイン確定 制作開始

■ デザインのご確認

約

完成

検品・包装後 お渡し

60

日間

日間

60

■ 店頭にてデザインのご相談・色決め

※2 週間ほどお時間がかかります

デザイン確定 制作開始

完成

検品・包装後 お渡し
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■ご注文受付

かまわぬ各店（代官山店・原宿店・立川店・丸の内店・浅草店・名古屋店）、小粋新宿店の店頭
にてご注文承りいたします。詳しい資料・色見本をご用意しておりますので、お気軽にスタッフ
までお申し付けください。
＊まめぐい各店・かまわぬ通信販売・ＨＰでは受付しておりませんのでご了承ください。

■お見積りの目安

てぬぐい代金 1 枚分 × ご注文数

＋

型代 30,000 円前後

＊型代は、デザインにより異なります

＋

デザイン代 最大 12,000 円

デザイン代詳細 デザイン代＝版下作成料 + 各種デザイン料

■版下作成料…2,000 円

＊実寸の版下として完成させる料金です。実寸の完全版下をお持ち込みいただいた場合のみ不要ですので
データ入稿の場合は版下作成料が発生いたします。

■デザイン料…《レイアウト・カラーイメージ料＝3,000 円》《部分デザイン料＝5,000 円》《全体デザイン料＝10,000 円》
【お見積り例】

てぬぐい（白地一色）75 枚ご注文

てぬぐい代
型代

1000 円 ×75

デザイン代

合計

てぬぐい（地染差分／地染ぼかし）75 枚ご注文

75,000 円

てぬぐい代

12,000 円

デザイン代

30,000 円

117,000 円

型代

1200 円 ×75

合計

90,000 円
30,000 円
12,000 円

132,000 円

＊完全版下をお持込みの場合はデザイン料が不要になります。
＊てぬぐい代金は、染め方により金額が異なりますので、目安として 3 ページの染め方の種類をご参照ください。
ご依頼頂いたてぬぐいのデザインの著作権につきましては、弊社に帰属しております。
このデザインを使用する場合には、弊社の許諾が必要となります。

■制作にあたってのご注意

・色ブレ：てぬぐいは全て職人の手作業により作られておりますので、ご指定の色とは差が生じ
ることがございます。また、承りの季節により発色に差が生じることもございます。
・色ムラ：濃い色合いで広い面積で染めますと濃淡が生じることがございます。
これらは手作業による味わいと私共は考えておりますので、みなさまにもあらかじめご理解賜
りますようお願い申し上げます。
・型紙は 1 年間保管いたします。ただし長期保管やてぬぐいを多量作成しますと、型に破損が生
じることがございます。リピートでてぬぐい作成をご希望の際、型紙の再使用が出来ない場合
がございますのでご了承ください。
・完全オリジナルの商品のため、途中キャンセルの際には進行過程までの料金を請求させていた
だきますので予めご了承ください。
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染め方の種類

デザインのパターン

染めの手法／デザインのポイント

■ 白地一色

1 枚あたりの価格
1000 円～

地色が晒生地の白で、柄を 1 色で染めます。

■ 白地差し分け

1 枚あたりの価格
1000 円～

地色が晒生地の白で、柄を 2 色以上で染め分けま
す。色と色の間は 2cm 以上の間隔が必要です。

■ 地染一色

1 枚あたりの価格
1000 円～

地色を染めて、柄は晒の白になります。

■ 地染差し分け

1 枚あたりの価格
1200 円～

「地染一色」の白い部分に違う色を染めます。
色と色との間は 2cm 以上の間隔が必要です。

■ 地染ぼかし

1 枚あたりの価格
1200 円～

地色を端からグラデーションでぼかします。
（色により出来ない場合がございます）
※「1 枚あたりの価格」は目安です。デザインや色により異なる場合がございます。
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デザインについて

■お客様のオリジナルてぬぐいのオーダーを承ります。手書き・データのいずれも受付しております。
■かまわぬ既存柄にロゴやお名前を組み込むことも可能です。( 一部出来ない柄もございます）
■色は白地または地染め白抜きが染められます（染め方の種類をご参照ください）
◎デザイン上のご注意
・2mm 以下の線は染めることができません。鉛筆など細い線で書かれたものは、デザイン修正が必要となる場合がございます。
・1 型の図柄のみ承ります。隣接する柄を色を分ける場合には 2cm 以上間隔を開けてください。
・差し分けは 6－7 箇所程度とさせて頂きます。

■実寸図案お持込みの場合

てぬぐいの実寸図案を「完全版下」と呼びます。完全版下をご用意いただいた場合、デザイン決定までの時間が短縮
されお渡しがスムーズになります。
店舗に実寸（36cm×92cm) の用紙をご用意しておりますので、ご希望の方は店頭スタッフへお問合せください。
データ入稿も承ります。版下サイズは 36cm×92cm で作成をお願いいたします。

・使用ソフト：Adobe イラストレーター Windows/Macintosh 共に可です。データ名には拡張子 [.ai] をお付けください
・データ受け渡し：MO・CD-R・メールにて受付けます（メールの送付先はご注文店舗にご確認ください）
・文字を入れる場合は、フォントをアウトライン化してください

※版下とてぬぐいの仕上がりサイズは若干異なりますのでご了承ください
※デザインにより、染めの都合上デザイン修正をお願いする場合がございます

■かまわぬにてデザインする場合（※別途デザイン料が必要です）
モチーフお持込み

デザイン料 5,000 円

内訳…版下作成料 2,000 円＋レイアウト / カラーイメージ料 3,000 円

部分デザイン

デザイン料 7,000 円

内訳…版下作成料 2,000 円＋部分デザイン料 5,000 円

全体デザイン

デザイン料 12,000 円

お持ちいただいたモチーフを当社にてレイアウトいたします。デザインイメージとカラーをお伝えください。
カラーイメージは最大 3 パターンまで作成いたします。
「既存柄」にロゴや手書き文字などのデザインを加えます。ロゴ・文字のデザインも承ります。
内訳…版下作成料 2,000 円＋全体デザイン料 10,000 円

「デザインイメージとカラーをお伝えいただき当社にてデザインを作成いたします。デザインはカラーイメー
ジを含み最大 3 パターン作成いたします。
※完全版下をお持込みではない方は、各デザイン料に版下作成料が加算されます。
※著作権の発生する既存のキャラクターはご使用いただけません。

■染め色について

店頭にて「色見本」をご用意しております。お電話等でのご注文の場合には、注文店にご相談ください。
また、部分デザインの場合には使用される既存てぬぐいと同色でのご指定が可能です。
※手染めのため色見本とは若干のブレが生じます。ご了承くださいませ。
※リピートで同色のご注文をいただいた場合、前回ご注文分とは多少色が異なる可能性がございます。
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オリジナルてぬぐいの
出来るまで
「オリジナルオーダーてぬぐい」のデザインから
出来上がりまでをご案内いたします

1. デザイン画を書く

手書き・パソコン作成どちらでも OK!
今回は、マジックペンの「太」と「細」を使い分けた
手書きの原稿をご用意いただきました。
会社の勤続 20 周年記念のデザインだそうです。

2. 色を決める

全体のデザインが決まったら、染めたい色を「色見本
帳」よりお選びいただきます。
写真のデザインは「差し分け」。色を染め分ける部分
をご指定ください。（差し分け箇所は 6 ～ 7 箇所までとさ
せて頂いております）

3. 発注

デザイン・色・ご注文数が決まり次第、お見積りをお
知らせいたします。ご注文決定後、制作に入ります。
写真はこちらのデザインの型紙です。
(※お客様の型紙ご確認はございません）

3. お渡し

注染染め・仕上げをして完成です！
店頭または配送にてお渡しいたします。包装が必要な
場合には、ご注文時にお申し付けください。
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