2022年 公益社団法人日本青年会議所オンラインショップJC グッズ
日本 JC必携品・バッジ・プレート
バッジ・バッジジョイントパーツ

ネジ
税込￥2,200

ピン

税込￥2,200

ピンブローチタイプ

クールビズ用バッジ

胸ポケット用クリップ
税込￥2,400

女性用ピンブローチ
税込￥2,000

税込￥2,000

お届け日の目安：約1 週間

すべて 加工不可

統一ネームプレート
襟用クリップ

襟用クリップ

（左から留め）

（右から留め）

税込￥2,400

すべて 加工不可

税込￥2,400

お届け日の目安：約1 週間

バッジジョイントパーツ
税込￥2,300
ネジタイプのバッジを本品
に装着し、ピンタイプの
留め具に変更してご使用
いただけます。

裏面 向かって右側を、半円形に
くり抜いています。

役員バッジ（理事長関連）

理事長バッジ ※
税込￥17,000

裏面にLOM 認証番号刻印
すべて 加工必須

直前理事長バッジ
税込￥12,000

裏面にLOM 認証番号刻印

シングルクリップ
税込￥1,700

理事長経験者バッジ
税込￥12,000

ダブルクリップ
税込￥1,800

会議の登録の際などに便利なバーコードシールが、裏面に貼付されます。
バーコードシールには、LOM 認証番号・会員番号・LOM 名・お名前を記載いたします。

裏面にLOM 認証番号・
理事長代数刻印

お届け日の目安：ネジタイプ 、ピンタイプともに約1ヵ月

お届け日の目安：約1ヵ月

すべて 加工必須

※ 理事長バッジはネジタイプのみのご用意です。また、ご購入方法もそのほかのお品と
異なります。詳しくは、日本青年会議所オンラインショップをご覧ください。

英文ネームプレート

役員バッジ（理事長関連以外）

英文ネームプレート（クリップ付き）
税込￥3,700
副理事長バッジ
税込￥5,700

専務理事バッジ
税込￥5,700

回転クリップ
税込￥1,900

理事バッジ
税込￥5,700

加工必須

委員会名・役職・お名前・
年号の刻印をいたします。

お届け日の目安：約1ヵ月

JCI 交換バッジ

議長・委員長バッジ
税込￥5,700

監事バッジ
税込￥5,700

顧問バッジ※
税込￥5,700

相撲

はっぴ

国旗

夜桜

NEW

すべて 加工不可

副議長・副委員長
バッジ
税込￥5,700

打ち出の小槌

お届け日の目安：ネジタイプ、ピンタイプ
ともに 約1 週間

JCI 交換バッジ（全7 種類）

※顧問バッジ（ピンタイプ）のみお届けまで約 1ヵ月

すべて 加工不可
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だるま
各 税込￥500

お届け日の目安：約1週間

まねき猫

記念品文字加工 ご注文の流れと注意点
加工必須 …お名前などの文字加工をほどこしてからお納めするお品です。
加工可能 …ご希望により、お名前などの文字加工をほどこしてからお納めするお品です。
加工不可 …加工を承ることができないお品です。

記念品文字加工 ご注文の流れ
記念品に文字加工をご希望の場合 加工必須 もしくは 加工可能 のお品からお選びください。

1

2

3

4

商品と文字加工内容の決定

ご注文の確定

ダウンロード

メール送信

各商品の、文字加工制限文字数

商品をカートに入れ、ご注文内容

各 商 品 ペ ージより、加 工 注 文

2 で届いたご注文確認メールに、

にご注意ください。

入力画面へ進み、ご注文を確定

シート（Excel）をダウンロード

3 でご入力いただいた「加工注文

させてください。確定後、ご注文

していただき、必要事項をご入力

シ ート」を 添 付し、翌 日まで に

確認メールをお届けします。

ください。

ご返信ください。

◎ 確認事項が発生した場合、当店から至急、ご注文主様へご連絡をする場合があります。加工注文シートには、日中連絡可能な電話番号、メールアドレスをご明記ください。
◎ 一部のお品は、画面に直接加工内容をご入力いただけます。その場合、ご注文の流れ 1〜2 にてご注文が完結しますので、3〜4 の手順は不要です。

プレート加工例
〇〇記念
〇〇〇〇〇殿
〇〇〇〇年〇〇月
（公社）〇〇青年会議所

1 行目：タイトル（卒業記念、御礼など）
2 行目：贈り先の方のお名前（敬称は殿が一般的です）
3 行目：日付（2022 年12月7 日、2022 年12月、2022 年12月吉日など）
4 行目：贈り主様のお名前

タイトル部分の例

のし紙について

ご卒業に際して

卒業記念（LOM から卒業生へ、卒業生から LOM・後輩へ）
ご卒業御祝 感謝 御礼（後輩から卒業生へ）

役職ご就任

理事長就任記念 就任記念（LOM から新しい理事長へ）
理事長御就任御祝 御就任御祝（個人から新しい理事長へ）

表彰

〇〇表彰

表書き（贈り物の用途）

贈り主様のお名前

〇〇記念（LOM から該当者へ）

（例）日本青年会議所様から
個人の方への贈り物の場合
日本青年会議所様の
お名前が入ります。

包装について

表彰式等のセレモニーで授与

商品を箱から出して授与する場合 → 包装不要
商品を包んだまま授与する場合 → のし紙包装
（セレモニーでの受け渡しの場合、のし紙外かけが一般的です。）

受賞者・該当者にセレモニー以外で授与

商品を包んだまま授与する場合 → 包装紙のみでの包装 もしくは のし紙包装
（受賞者・該当者へ直送の場合は、内かけ・外かけどちらもお選びいただけます。）

個人的な進物

包装紙のみでの包装
のし紙包装（内かけ・外かけどちらもお選びいただけます。
）
貼りリボン包装

◎ 文字加工品の場合、プレート加工のタイトル、贈り主様名とのし紙の表書き・贈り主様名を合わせるのが一般的です。
◎ 加工内容を区別するため、包装の有無にかかわらず、加工内容の白黒コピーをお品に仮留めしております。
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記念品好適品
JCIのモチーフを使った記念品
JC ゴング（一式）、採択ハンマーは LOM 間の贈答品にもおすすめします。

JC ゴング（一式）
（ゴング 高さ 27.5cm）

採択ハンマー

ミニチュアゴング
（ゴング 高さ10.5 cm）

会議で使用する JC ゴングです。

会議で使用する JC ゴングのミニチュア版です。

加工あり 税込 ¥107,200

加工あり 税込 ¥28,200

お届け日の目安： 約3 週間

お届け日の目安： 約3 週間

加工なし 税込 ¥105,000

加工なし 税込 ¥26,000

お届け日の目安： 約1 週間

お届け日の目安： 約1 週間

◎ 8ページに掲載の JC ゴングと
同じお品です。

加工可能 敷板にプレート加工

プレートサイズ：3×7cm
文字制限 20文字×5 行まで

加工あり 税込 ¥19,200
お届け日の目安： 約3 週間

加工なし 税込 ¥17,000
お届け日の目安： 約1 週間
◎ 8ページに掲載の採択ハンマーと
同じお品です。

加工可能 敷板にプレート加工

加工可能

プレートサイズ：3×7cm
文字制限 20文字×5 行まで

表彰額楯

税込 ¥22,200

（32.8×26.8cm）
加工必須

額内 ( 右下部分）に
プレート加工

プレートサイズ：3×7cm
文字制限11文字×5 行まで

お届け日の目安：約1ヵ月

箱にプレート加工

プレートサイズ：3×7cm
文字制限 20文字×5 行まで

トロフィー

トロフィー
大（BW‒2470A） 税込 ¥18,700
（高さ20cm）

中（BW‒2470B） 税込 ¥15,950
（高さ18 cm）

小（BW‒2470C） 税込 ¥13,200
（高さ15cm）
加工必須 本体にプレート加工

大：

プレートサイズ：2.5×4.5cm
文字制限 11文字×4 行まで

レリーフ付きトロフィー
大（RB‒6528A）

トロフィー

税込 ¥15,400

大（BW‒2440A） 税込 ¥8,580

（7.5×高さ18.5cm）

中（RB‒6528B）

（高さ13cm）
税込 ¥11,550

中（BW‒2440B） 税込 ¥8,030

（6.5×高さ15.5cm）

小（RB‒6528C）

（高さ11.5cm）
税込 ¥9,900

加工必須 本体にプレート加工

（5.5×高さ13.5cm）

大・中：プレートサイズ：3×3.4cm
文字制限 8 文字×5 行まで

加工必須 本体にプレート加工

大：

プレートサイズ：3.8×4.2cm
文字制限 11 文字×8 行まで

中・小：プレートサイズ：2×4cm
文字制限 10 文字×4 行まで

中・小：プレートサイズ：3×3.4cm
文字制限 9 文字×6 行まで

お届け日の目安：約1ヵ月

お届け日の目安：約1ヵ月

お届け日の目安：約1ヵ月
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ビアマグトロフィー

税込 ¥13,200

（ビアマグ 高さ 9cm）
ビアマグは、飲み物を入れて
ご使用いただけます。
加工必須 台座にプレート加工

プレートサイズ：3×7cm
文字制限 20文字×5 行まで

お届け日の目安：約1ヵ月

メモリアル額楯
JC 綱領を刻印した楯に、統一ネームプレート、バッジをセットして飾ることができます。ご卒業の記念品としてご好評をいただいております

（すべて統一ネームプレート・バッジのない状態でお届けいたします）。

メモリアル額楯（ブック式）

税込 ¥15,650

（片面：16.2×21.5cm）

右側に写真を入れることが
できます。

メモリアル額楯（小）

税込 ¥8,150

メモリアル額楯（大）

（16.2×21.5cm）

税込 ¥13,650

（29.5×21cm）

メモリアル額楯プレート見本
金属プレート

すべて 加工必須

◎ メモリアル額楯の加工内容は左記の
定型文となります。

人気のお品につき、ご注文が集中する11月中旬 〜12月中旬は、
お届けまでに3 週間以上かかる場合がございます。
お早めにご注文くださいますようお願い申し上げます。

① お名前
② 年月日
③ LOM 名

お届け日の目安： 約3週間

の部分に、
①〜③をお入れいたします。

メモリアル額楯 ご注文の際のご注意

雑貨

ステッチの色

黒

JCI 名刺入れ（二面収納）
加工不可

税込 ¥7,500

お届け日の目安：約1 週間

青

JCI 名刺入れ
加工不可

ステッチの色

赤

税込 ¥3,300

お届け日の目安：約1 週間

黒

青

ネームプレートケース
加工不可

赤
税込 ¥4,000

お届け日の目安：約1 週間

裏面
JCIマーク入り

JCI マフラータオル
税込 ¥1,600
加工不可

お届け日の目安：約1 週間

カフスボタン（初代 JC マーク）
税込 ¥3,300
加工不可

お届け日の目安：約1 週間
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ネクタイ（絹100％、グレー、ワイン色、青）
各 税込 ¥7,200
加工不可

お届け日の目安：約1 週間

JCI マーク

富士山

麻製ポケットチーフ
税込 ¥1,800 35×35cm

麻製なので、ハンカチーフとしてもご使用いただけます。
加工不可

お届け日の目安：約1 週間

ボールペン（黒、青）
加工不可

JCI ハンカチーフ（紺、ピンク）
各 税込 ¥1,300 48×48cm
加工不可

ゴルフマーカー
加工不可

各 税込 ¥2,500

お届け日の目安：約1 週間

お届け日の目安：約1 週間

各 税込 ¥6,600

ポケットボールペン（青、黒、ピンク）
各 税込 ¥1,400 長さ12.5 cm、収納時 9.5 cm

お届け日の目安：約1 週間

加工不可

お届け日の目安：約1 週間

JC 関連書籍

ロバート議事法
加工不可

税込￥900

お届け日の目安：約1 週間

NEW JAYCEE
加工不可

税込￥1,650

お届け日の目安：約1 週間
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BIBLE OF JAYCEE
加工不可

税込￥3,850

お届け日の目安：約1 週間

会議・例会用品
プレジデンシャルリース

プレジデンシャルリース
税込 ¥160,000
加工必須 LOM 名（アルファベット）を刻印

お届け日の目安：プレジデンシャルリース 約1ヵ月、
理事長名・代数加工のみ 最長約1ヵ月
◎プレジデンシャルリースを新規作成し、理事長名・代数を
加工する場合は、最長約 2ヵ月かかります。
理事 長名・理事 長 代 数の刻印も承ります。
（1名様 税込 ¥2,200）
◎お持ちのプレジデンシャルリースにも上記加工を承ります。

旗・ポールセット

JC 旗
（LOM 用・ブロック協議会用・地区協議会用）
各 税込 ¥23,000
加工必須 LOM 用：LOM 名（アルファベット）を染色

ブロック協議会用、地区協議会用もアルファベット表記となります。
詳しくは日本青年会議所オンラインショップをご覧ください。

お届け日の目安：約1ヵ月

剣先付きポールセット
金球付きポールセット

税込 ¥52,000

税込 ¥53,000

◎ パーツの単品販売も承ります。

剣先
金球
三脚
組立式ポール
保管用バッグ

税込 ¥2,600
税込 ¥3,800

税込 ¥11,000

税込 ¥40,000
税込 ¥7,200

すべて 加工不可

お届け日の目安：約2 週間

組立時

卓上旗セット

国旗（留め穴 2 ヵ所）
税込 ¥11,000

卓上 JC 旗
12×18cm

加工不可

税込 ¥2,200

お届け日の目安：約1週間

国旗（留め穴3 ヵ所）
税込 ¥12,000
上から提げる時に便利です。
加工不可

卓上国旗

12×18cm

卓上旗セット

税込 ¥2,200

税込 ¥7,700

高さ 24cm、台座直径7.5cm

お届け日の目安：約3 週間

すべて 加工不可
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お届け日の目安： 約1 週間

ゴング・採択ハンマー・革製フォルダー

（ゴング 高さ 27.5cm）
JC ゴング（一式）

採択ハンマー

加工あり 税込￥107,200

加工あり 税込￥19,200

お届け日の目安： 約3 週間

お届け日の目安： 約3 週間

加工なし 税込￥105,000

加工なし 税込￥17,000

お届け日の目安： 約1 週間

お届け日の目安： 約1 週間

◎ 3 ページに掲載の JC ゴングと同じお品です。

JCI 革製フォルダー
税込￥12,000

（賞状別売）
31.8×23.5cm
加工不可

お届け日の目安： 約1週間

◎ 3 ページに掲載の採択ハンマーと
同じお品です。

加工可能 敷板にプレート加工

加工可能

プレートサイズ：3×7cm
文字制限 20文字×5 行まで

Ａ4 版 のＪＣＩクリード、ＪＣＩ
ミッ シ ョン、ＪＣＩビ ジ ョン、
ＪＣ宣言、JC 綱領が入った用紙
が片面にセットされています。

箱にプレート加工

プレートサイズ：3×7cm
文字制限 20文字×5 行まで

賞状

縦書き用
横書き用

賞状（横型）1 セット 30 枚
A3 判（29.7×42cm）
B4 判（25.7×36.4cm）

賞状（縦型）1 セット 30 枚
税込￥3,300

B4 判（25.7×36.4cm）
A4 判（21×29.7cm）

税込￥2,700

◎ 横型にA4 判はありません。
加工不可

税込￥2,700
税込￥2,700

◎ 縦型にB3 判・A3 判はありません。

お届け日の目安：約1 週間

加工不可

お届け日の目安：約1 週間

卓上プレート

卓上プレート・台座セット
プレートのみ
加工必須

税込￥6,000
税込￥4,000

お届け日の目安：約1ヵ月

LOM 名・委員会・役職・
お名前・年号の刻印をいたします。

◎ 価格、デザインは予告なしに変更する場合がございます。ご了承ください。

日本青年会議所オンラインショップ

https://jaycee.wako.co.jp

ご注文は、日本青年会議所オンラインショップで承ります（FAX、お電話でのご注文は承っておりません）。
日本青年会議所オンラインショップではこのほかにもお品をご案内しております。ぜひご覧ください。
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