
 

会社設立応援セットは便利でとってもお得 

会社設立応援セットはお好きな会社印３本セット・お好きな印鑑ケース・ゴム印(フリーメイトⅡ・トップスタ

ー・スキナスタンプ等)の合計額８，８８０円以上のご購入で電子 

＋  
お好きな会社印３本セット、印鑑ケース、ゴム印の合計額８，８８０円以上の購

入で電子印鑑（デジ丸・デジ角）が無料で貰えます！ 

当店１番お買得の柘(アカネ)３本 Aセットの場合  

柘(アカネ)３本 Aセット＋ケース３本用＋フリーメイトⅡ(4段)＋電子印鑑(デジ丸・デジ角)をご購入の場合 

通常価格 １１，８４０円 ⇒８，８８０円(税込・送料込み) 

 

当店１番人気の黒水牛(芯持ち)３本セットの場合  

黒水牛(芯持ち)３本 Cセット＋プロケース３本用＋トップスター＋電子印鑑(デジ丸・デジ角)をご購入の場合 

通常価格 １４，１２０円 ⇒１１，１６０円(税込・送料込み) 

 

※３本用ケースは印鑑セットを購入時にオプションとしてご購入いただけます。 

 



黒水牛（芯持）3本 Aセット  

実印丸寸胴 18ミリ＋銀行印丸寸胴 16.5ミリ＋角印角天丸 21ミリ 

東南アジアなどに広く分布する水牛の角を加工し、漆黒に染められた印材です。 

総合的には一番実用的な印材です。 

当店では、ひび割れなど狂いの少ない角の中心の芯持ちと言われる材料のみを取り扱っております。 

芯持ちは耐久性に優れ、一本の角から一本しか取れませんので印材の値段が高くなりますが、芯持ち印材を使用しな

いと、歪みが出たり、ニューと呼ぶヒビが深く入ったります。 

当店は、特に芯が小さな印材を選んで使用しておりますのでご安心ください。 

また、この印材は磨耗も少なく、粘りがあり、朱肉の油に強く欠けにくくなっています。 

 

希望小売価格 : 17,500円 

価格 : 6,980 円（税込） 

 

 

柘（アカネ）3本 Aセット  

実印丸寸胴 18ミリ＋銀行印丸寸胴 16.5ミリ＋角印角天丸 21ミリ 

東南アジアに生育するアカネ科の樹木が原材料です。 

本柘と比較すると、成長が早く樹木も太いため、一本の樹木から比較的多くの印材を製造することができます。 

また、オレンジ（茶）色が強く、密度・強度とも若干劣ります。 

しかし、こまめに朱肉をふき取るなどの手入れをすれば永く使える一品です。 

当店で最もリーズナブルであることから、黒水牛と並んで特に人気のある商品です。 

従来は、本柘と区別する意味で「シャム柘」（シャムとはタイ王国の旧名です）と呼んでいました。 

※印材によっては若干、色の濃淡があります。 

 

希望小売価格 : 8,700円 

価格 : 3,480 円（税込） 
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薩摩本柘 3本 Aセット  

実印丸寸胴 18ミリ＋銀行印丸寸胴 16.5ミリ＋角印角天丸 21ミリ 

日本に生育するツゲ科ツゲ属の樹木が原材料です。 

アカネと比較すると、黄色が強く、密度・強度とも優れていますが、成長が遅く樹木も細いため、一本の樹木からは少

数の印材を製造することしかできません。 

木材の中では最も印材に適した木材です。 

古くから、高級将棋駒や高級櫛などの原材料としても利用されてきました。 

※アカネと比較すると色の濃淡はほとんどありません。 

 

希望小売価格 : 15,200円 

価格 : 6,080 円（税込） 

 

 

オランダ水牛（芯持ナチュラル）3本 Cセット 

実印丸天丸 18ミリ＋銀行印丸寸胴 16.5ミリ＋角印角天丸 21ミリ 

東南アジアなどに広く分布する水牛の角を加工した印材です。その昔、原産国がオランダの植民地であったため、慣

用的にオランダ水牛と呼ぶ名残が残っています。 

当店では、ひび割れなど狂いの少ない角の中心の芯持ちと言われる材料のみを取り扱っております。 

芯持ちは耐久性に優れ、一本の角から一本しか取れませんので印材の値段が高くなりますが、芯持ち印材を使用しな

いと、歪みが出たり、ニューと呼ぶヒビが深く入ったります。 

当店は、特に芯が小さな印材を選んで使用しておりますのでご安心ください。 

また、この印材は磨耗も少なく、粘りがあり、朱肉の油に強く欠けにくくなっており、個々の印材により多様な表情

を見せます。 

 

希望小売価格 : 32,000円 

価格 : 9,984 円（税込） 
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ケース 3本用 

 

印鑑を引き立たせる高級感溢れるケースです。 

当店でもっともリーズナブルなW115ｍｍ×D118mm×H37mm 

価格 : 1,480 円（税込） 

別珍ケース 3本用 

 

印鑑を引き立たせる高級感溢れるケースです。 

別珍が美しくもどこか懐かしい 3本用セット用ケースです。 

W150ｍｍ×D130mm×H35mm 

価格 : 1,580 円（税込） 

プロケース 3本用 

 

印鑑を引き立たせる高級感溢れるケースです。 

ケースを閉めるときのアタリ部分に金属製のカバーを施し、耐久性を高めています。 

当店 1番人気の 3本用セット用ケースです。 

W110ｍｍ×D90mm×H40mm 

価格 : 1,680 円（税込） 

マットケース 3本用 

 

印鑑を引き立たせる高級感溢れるケースです。 

フタ裏が捺印マット仕様になっている 3本用セット用ケースです。 

W130ｍｍ×D100mm×H40mm 

価格 : 1,780 円（税込） 
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ブラザー 浸透印 19.0×56.9ミリ 

 

ブラザー製のネーム印です。 

約５万回捺印可能（約 3000回でインク補充が必要です）。 

ゴム印よりも綺麗に押せます。 

スタンプ台不要で連続捺印可能！安い！簡単！綺麗！当店オススメ商品です。 

ゴム印と比較すると文字がくっきりととても綺麗に捺印できます。 

価格 : 2,880 円（税込） 

 

スキナスタンプ（自動印） 

 

ゴム印は設立時にひとつ作っておけば、何にでも使い回しすることができますので、とて

も便利です。 

特に会社設立時は、様々な手続きが必要となります。 

何度も同じ会社名、代表者名、住所や電話番号・・・腱鞘炎になりそうです。 

そんなときに、スキナスタンプがあれば、ポンポン捺すだけで書類を書く手間が省けます。 

台木の大きさに関係なく１段あたり定額でご提供致します。 

価格 : 1,980 円（税込） 

 
 
 
 
 

シヤチハタ データースタンプ（日付印）4号丸～6号丸 

 

ゴム印は設立時にひとつ作っておけば、何にでも使い回しすることができますので、と

ても便利です。 

特に会社設立時は、様々な手続きが必要となります。 

何度も同じ会社名、代表者名、住所や電話番号・・・腱鞘炎になりそうです。 

そんなときに、スキナスタンプがあれば、ポンポン捺すだけで書類を書く手間が省けま

す。 

台木の大きさに関係なく１段あたり定額でご提供致します。 

価格 : 1,480 円（税込） 
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トップスター（住所印） 

 

ゴム印は設立時にひとつ作っておけば、何にでも使い回しすることができますので、と

ても便利です。 

特に会社設立時は、様々な手続きが必要となります。 

何度も同じ会社名、代表者名、住所や電話番号・・・腱鞘炎になりそうです。 

そんなときに、トップスターがあれば、ポンポン捺すだけで書類を書く手間が省けます。 

台木の大きさに関係なく１段あたり定額でご提供致します。 

価格 : 1,680 円（税込） 

 

親子印（フリーメイト２） 4段 

 

ゴム印は設立時にひとつ作っておけば、何にでも使い回しすることができますので、とて

も便利です。 

特に会社設立時は、様々な手続きが必要となります。 

何度も同じ会社名、代表者名、住所や電話番号・・・腱鞘炎になりそうです。 

そんなときに、親子印があれば、ポンポン捺すだけで書類を書く手間が省けます。 

もちろん、必要な段（項目）だけを捺すことも、段の順番を入れ替えて捺すことも可能で

す。 

定番の 62ｍｍ幅をご用意致しました。 

内臓バネにより、押印時に約１ミリ自動高さ調整されます。 

台木の大きさに関係なく１段あたり定額でご提供致します。 

価格 : 3,920 円（税込） 

 

T角（ゴム角印） 

 

ゴム印は設立時にひとつ作っておけば、何にでも使い回しすることができますので、とて

も便利です。 

特に会社設立時は、様々な手続きが必要となります。 

何度も同じ会社名、代表者名、住所や電話番号・・・腱鞘炎になりそうです。 

そんなときに、スキナスタンプがあれば、ポンポン捺すだけで書類を書く手間が省けます。 

台木の大きさに関係なく１段あたり定額でご提供致します。 

価格 : 1,480 円（税込） 
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このまま FAX にて送信してください。（FAX は 24時間受付） 

FAX. 011-200-9020 
 

 
お申込みの方は、下記の欄にご記入をお願いいたします。 

印鑑セット 
黒水牛（芯持） 

3本 Aセット 

柘（アカネ） 

3本 Aセット 

薩摩本柘 

3本 Aセット 

オランダ水牛（芯持

ナチュラル）3本 C

セット 

ケース ケース 3本用 
別珍ケース 

3本用 

プロケース 

3本用 

マットケース 

3本用 

その他 

シヤチハタ デー

タースタンプ 

（日付印）4号丸

～6 号丸 

ブラザー 浸透印 

19.0×56.9ミリ 

スキナスタンプ

（自動印） 

トップスター（住所

印） 

親子印（フリーメ

イト２） 4段 
T角（ゴム角印）  

法人名  

役職名  

氏 名  

住 所  

E-mail  

T E L  F A X  

電子印 丸印 各印 

備 考 

＊要望がなければ、書体は「篆書」です。 

それ以外の書体を希望の場合は別途送ります。 

 

 

 

            

行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌  
〒060-0051 
札幌市中央区南１条東２丁目１１番地１ ノーザンヒルズ大通東 9階 

 TEL:011-600-2693  メール：info@crimson-sappro.com 

会社設立応援セット 申込書 


