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他の金属製品とぶつけたり、強くこすりつけると色が薄くなる、もしくは削れる恐れがあります。塗装ではありませんので、

製品の形状によっては色に若干のムラがでる可能性があります。商品の形状によってマーキングが出来ない場合が

ございます。素材の状態によって色の見え方が変わる場合がございます。

注意
事項

特性比較（参考例として）

加工範囲

写真画像

ロゴマーク

カラー化

深彫り

形状制限

完成品への加工

耐摩耗性

打刻 彫刻 印刷 レーザー
マーキング

レーザーマーキングとは

ロゴ入れ・名入れ
会社のマークやオリジナルロゴ、会社名や個人名を付与する事で、
製品にオリジナリティを持たせる事も、新たな付加価値を付ける事も出来ます。

文字入れ・ナンバリング
用途を明示したり、製品を１個単位で識別する事が出来ます。

発注ロット
1個から対応いたします。

マーキング可能範囲
形状にもよりますが、高さ3 0 cmの商品までマーキング可能です。

T O D A Iが示す新たな可能性

TODAIのレーザーマーキングの大きな
特徴はステンレスに『カラー発色』が出来る
ことです。どの色で何をマーキングする
のか、その選択によって製品は様々な姿を
見せてくれます。
ステンレス以外のマーキング可能な材質
としてチタン・鉄・ABS樹脂・AS樹脂が
あります。
※ただし、カラー発色はできません。

T O D A Iのレーザーマーキング
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各媒質のレーザー光を加工対象物に照射
させ、表面を加工することです。
溶かす、焦がす、剥離する、酸化させる、
削る、変色させる等の物理的効果を一般
的にレーザーマーキング加工と云います。
レーザーマーキングは、インクを使った
印字と比べて摩耗に強い為、再度印字を
する手間やランニングコストが抑えられ
ます。従来の製品に模様や文字を入れる
やり方である打刻・彫刻・印刷と比べて、
レーザーマーキングは柔軟性に富んだ
加工を施す事が可能です。
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品名 m/m

デザートナイフ（H.H） ウェイト付 218 ¥1,960
デザートフォーク 190 ¥890
デザートスプーン 190 ¥890
ティースプーン 135 ¥600

   菊市松  白
        きく   いち  まつ
2

品名 m/m

デザートナイフ（H.H） ウェイト付 218 ¥1,960
デザートフォーク 190 ¥890
デザートスプーン 190 ¥890
ティースプーン 135 ¥600

   唐草ハート  白
        から  くさ
3

品名 m/m

デザートナイフ（H.H） ウェイト付 218 ¥1,730
デザートフォーク 190 ¥850
デザートスプーン 190 ¥850
ティースプーン 135 ¥550

   萩  白
        はぎ
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品名 m/m

デザートナイフ（H.H） ウェイト付 218 ¥1,730
デザートフォーク 190 ¥850
デザートスプーン 190 ¥850
ティースプーン 135 ¥550

   舞桜  白
        まい さくら
1

品名 m/m

デザートナイフ（共柄） 波刃 220 ¥1,600
デザートフォーク 189 ¥920
デザートスプーン 189 ¥920
ティースプーン 135 ¥580

   唐草唐花  茶
        から  くさ  から はな
5

品名 m/m

デザートナイフ（共柄） 波刃 220 ¥1,600
デザートフォーク 189 ¥920
デザートスプーン 189 ¥920
ティースプーン 135 ¥580

   紅葉  紫
        もみ   じ
6

品名 m/m

デザートナイフ（共柄） 波刃 220 ¥1,600
デザートフォーク 189 ¥920
デザートスプーン 189 ¥920
ティースプーン 135 ¥580

   蝶  紫
        ちょう
7

PASSY XM-7（18-8） パッシー

仕上：オールミラー

STAINLESS STEEL    ステンレス

ALBI 18-8 アルビ

仕上：オールケシ

STAINLESS STEEL    ステンレス
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★その他トーダイカトラリーにも同じ模様をマーキングできます。トーダイカタログ「Total 
Collection Vol.10」、又はホームページ「http://www.todai-tsubame.co.jp」より
ご参照ください。別途御見積いたします。



品名 m/m

デザートナイフ（共柄） 波刃 214 ¥1,740
デザートフォーク 185 ¥890
デザートスプーン 183 ¥890
ティースプーン 133 ¥630

   蜻蛉  青
        とん   ぼ
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品名 m/m

デザートナイフ（共柄） 波刃 214 ¥1,740
デザートフォーク 185 ¥890
デザートスプーン 183 ¥890
ティースプーン 133 ¥630

   クローバー　緑9

品名 m/m

デザートナイフ（共柄） 波刃 214 ¥2,040
デザートフォーク 185 ¥1,290
デザートスプーン 183 ¥1,290
ティースプーン 133 ¥860

   牡丹  緑・桃
         ぼ   たん
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品名 m/m

デザートナイフ（共柄） 波刃 214 ¥1,740
デザートフォーク 185 ¥890
デザートスプーン 183 ¥890
ティースプーン 133 ¥630

   しだれ桜  紫
                       さくら
11

BUONO XM-7（18-8） ボーノ

仕上：オールケシ

3 Laser MarkingLaser Marking



品名 m/m

デザートナイフ（共柄） 波刃 214 ¥1,220
デザートフォーク 185 ¥750
デザートスプーン 183 ¥750
ティースプーン 133 ¥430

   ヨーロピアンB  白13

品名 m/m

デザートナイフ（共柄） 波刃 214 ¥1,220
デザートフォーク 185 ¥750
デザートスプーン 183 ¥750
ティースプーン 133 ¥430

   ヨーロピアンA  白12

品名 m/m

デザートナイフ（共柄） 波刃 214 ¥1,220
デザートフォーク 185 ¥750
デザートスプーン 183 ¥750
ティースプーン 133 ¥430

   絣  白
       かすり
18

品名 m/m

デザートナイフ（共柄） 波刃 214 ¥1,220
デザートフォーク 185 ¥750
デザートスプーン 183 ¥750
ティースプーン 133 ¥430

   星  白
        ほし
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品名 m/m

デザートナイフ（共柄） 波刃 214 ¥1,220
デザートフォーク 185 ¥750
デザートスプーン 183 ¥750
ティースプーン 133 ¥430

   トライアングル  白16

品名 m/m

デザートナイフ（共柄） 波刃 214 ¥1,220
デザートフォーク 185 ¥750
デザートスプーン 183 ¥750
ティースプーン 133 ¥430

   菱形文様  白
        ひし がた ぶん よう
14

品名 m/m

デザートナイフ（共柄） 波刃 214 ¥1,220
デザートフォーク 185 ¥750
デザートスプーン 183 ¥750
ティースプーン 133 ¥430

   七宝  白
        しっ  ぽう
15

仕上：オールミラー

STAINLESS STEEL    ステンレス
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★その他トーダイカトラリーにも同じ模様をマーキングできます。トーダイカタログ「Total 
Collection Vol.10」、又はホームページ「http://www.todai-tsubame.co.jp」より
ご参照ください。別途御見積いたします。



品名 m/m

デザートナイフ（H.H） 　　 218 ¥2,050
デザートフォーク 187 ¥910
デザートスプーン 186 ¥910
ティースプーン 134 ¥500

   菱  青
        ひし
23

品名 m/m

デザートナイフ（H.H） 　　 218 ¥2,050
デザートフォーク 187 ¥910
デザートスプーン 186 ¥910
ティースプーン 134 ¥500

   斜棒縞  紫
       ななめぼう  じま
19

品名 m/m

デザートナイフ（H.H） 　　 218 ¥2,050
デザートフォーク 187 ¥910
デザートスプーン 186 ¥910
ティースプーン 134 ¥500

   チェック  緑20

品名 m/m

デザートナイフ（H.H） 　　 218 ¥2,050
デザートフォーク 187 ¥910
デザートスプーン 186 ¥910
ティースプーン 134 ¥500

   繁菱  青・黄
        しげ  びし
21

品名 m/m

デザートナイフ（H.H） 　　 218 ¥1,600
デザートフォーク 187 ¥680
デザートスプーン 186 ¥680
ティースプーン 134 ¥420

   市松  茶
        いち  まつ
22

AURORA 18-8 オーロラ

仕上：ハンドルケシ
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品名 m/m

デザートナイフ（H.H） 　　 218 ¥1,600
デザートフォーク 187 ¥680
デザートスプーン 186 ¥680
ティースプーン 134 ¥420

   斜棒縞  白
       ななめぼう  じま
24

品名 m/m

デザートナイフ（H.H） 　　 218 ¥1,600
デザートフォーク 187 ¥680
デザートスプーン 186 ¥680
ティースプーン 134 ¥420

   チェック  白27

品名 m/m

デザートナイフ（H.H） 　　 218 ¥1,600
デザートフォーク 187 ¥680
デザートスプーン 186 ¥680
ティースプーン 134 ¥420

   菱  白
        ひし
28

品名 m/m

デザートナイフ（H.H） 　　 218 ¥1,600
デザートフォーク 187 ¥680
デザートスプーン 186 ¥680
ティースプーン 134 ¥420

   繁菱  白
        しげ  びし
25

品名 m/m

デザートナイフ（H.H） 　　 218 ¥1,600
デザートフォーク 187 ¥680
デザートスプーン 186 ¥680
ティースプーン 134 ¥420

   市松  白
        いち  まつ
26

仕上：オールミラー

STAINLESS STEEL    ステンレス
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★その他トーダイカトラリーにも同じ模様をマーキングできます。トーダイカタログ「Total 
Collection Vol.10」、又はホームページ「http://www.todai-tsubame.co.jp」より
ご参照ください。別途御見積いたします。



タイプA

タイプB

タイプC

タイプD

タイプE

タイプF

ステンレス

金メッキ

リングレストラインⅡ

リングレストラインⅢ

リバースレスト

リングレストの素材は
下記の3種類から
お選びいただけます。

品名 m/m

タイプA 223 ¥2,800
タイプB 223 ¥2,800
タイプC 223 ¥2,800
タイプD 223 ¥2,800
タイプE 223 ¥2,800
タイプF 223 ¥2,800

TD 18-8 ステンレス箸
品名 m/m ステンレス 金メッキ
タイプA φ32×H8 ¥1,050 ¥1,250
タイプB φ32×H8 ¥1,050 ¥1,250
タイプC φ32×H8 ¥1,050 ¥1,250
タイプD φ32×H8 ¥1,050 ¥1,250
タイプE φ32×H8 ¥1,050 ¥1,250
タイプF φ32×H8 ¥1,050 ¥1,250

18-8 リングレスト

箸・リングレスト
FLAT WARE    フラットウェア
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タイプ m/m

150タイプ 幅150×H65
100タイプ 幅100×H65
70タイプ 幅 70×H50

150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 茶

1
150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 茶

2
150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 青

3
150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 茶

4

150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 茶

5
150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 桃・白・茶

6
150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 茶
※ご希望の数字をマーキング
できます。

7
150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 青
※ご希望の数字をマーキング
できます。

8

150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 茶

9
150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 茶

10
150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 茶

11
150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 茶

12

150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 茶

13
150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 茶

14
150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 茶

15
150タイプ ¥2,000
100タイプ ¥1,900
70タイプ ¥1,800
色 茶

16

プレート
BANQUET WARE    バンケットウェア
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仕上：つや消仕上      材質：18-8 ステンレス ※下記プレートは表・裏両面にマーキングしております。

★プレートにご希望の文字・ロゴ等をマーキングできます。
　お気軽にお問い合わせください。別途御見積いたします。



ORIGINAL  LOGO  MARKING  SAMPLE

素材 18 -8 ティナトレー
素材サイズ　　 177×83×H10mm
加工賃 ¥250
色 茶・白・緑

素材 18 -8 ハートトレー
素材サイズ　   92×86×H8mm
加工賃 ¥600
色 桃

素材 18 -8 ルフレトレー
素材サイズ　   135×105×H10mm
加工賃 ¥150
色 茶

素材 18 -8シティスタック灰皿9cm
素材サイズ　  φ90×H30mm
加工賃 ¥420
色 紫

素材 XM-7ボーノデザートスプーン
素材サイズ　   183mm
加工賃 ¥100
色 茶

素材 18 -0日本刀ようかん和菓子ナイフ
素材サイズ　   120mm
加工賃  ¥80
色　　　　　　 茶

素材 18 -0日本刀ようかん和菓子ナイフ（金メッキ）
素材サイズ　   120mm
加工賃  ¥80
色　　　　　　 白

素材  18 -8TD 角棒型ナイフ・フォークレスト 100
素材サイズ　　 100×15×H15mm
加工賃　　　　　　　　　　   　¥100
色　　　　　　　　　　　　　　   　茶

オリジナル名入・ロゴ入マーキング加工例

名前を入れれば個人、その土地に関することを入れれば地場産品として手軽に幅広いオリジナリティを得る
ことができます。色や大きさを変えることによってバリエーションも生まれます。

初回発注の製品において、

セット代・データ作成代・

試作代として、初期費用

が別途掛かります。

基本料金について

素材　SL-400Sアクティブスリム 400黒
素材サイズ　　 φ67×H200mm
加工賃　　　　  　¥600
色　　　　　　　　　  茶・緑

素材　WCL-1000sワインクーラー 大サテン仕上
素材サイズ  　　　　　　 φ97×H200mm
加工賃　　　　　　　　　　　  ¥600
色　　　　　　　　　　　　茶・白

マーキング加工例を参考に、マーキングしてみたいロゴ・文字等ございましたら、14ページのオーダーシートにご記入いただき、弊社にお送りください。
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ORIGINAL  LOGO  MARKING  SAMPLE

オリジナル名入・ロゴ入マーキング加工例

平面だけでなく曲面にもマーキングすることが可能です。文字やロゴを入れることは勿論、ラインを1周
引くこともできます。マーキングする内容によって、お酒やジュースを飲む時間にちょっとしたアクセントを
添えられます。

素材 18 -8TD 槌目タンブラー 400c.c.
素材サイズ φ75×H157mm
加工賃 ¥300
色 茶

素材 18 -8 タンブラーシングル SN440
素材サイズ φ72×H130mm
加工賃 ¥420
色 茶

素材 18 -8 タンブラーシングル SN440
素材サイズ φ72×H130mm
加工賃 ¥420
色 茶

素材 18 -8 カクテルシェーカー B
素材サイズ φ78×H170mm
加工賃 ¥150
色 白

素材 SCW-4G ストレートカップ
素材サイズ φ70×H120mm
加工賃 ¥250
色 白

素材 18 -8 カクテルシェーカー B
素材サイズ φ78×H170mm
加工賃 ¥150
色 紫

素材 18 -8 リッチコースター
素材サイズ φ95mm
加工賃 ¥300
色 茶

素材 イマージュ卓上ポット 1000
素材サイズ   135×165×H185mm
加工賃 ¥300
色 青

マーキング加工例を参考に、マーキングしてみたいロゴ・文字等ございましたら、14ページのオーダーシートにご記入いただき、弊社にお送りください。

初回発注の製品において、

セット代・データ作成代・

試作代として、初期費用

が別途掛かります。

基本料金について
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ORIGINAL  LOGO  MARKING  SAMPLE

素材 共柄起し金 小
素材サイズ 65×177mm
加工賃 ¥250
色 茶

オリジナル名入・ロゴ入マーキング加工例

厨房用品へのマーキング加工例です。用途別および食品別に専用のものを用意し、色分けや用途名
の記入を行います。混同しないよう衛生的に使いわけることができます。

素材 デラックスサラダトング 大
素材サイズ 240mm
加工賃 ¥150
色 青

素材 　角バット10枚取 つや消②
素材サイズ 350×265×H60mm
加工賃　　　　　　  ¥750
色　　　　   緑・黄緑・白・紫

素材 　角バット10枚取 つや消①
素材サイズ 350×265×H60mm
加工賃　　　　　　  ¥750
色　　　　   紫・桃・白・茶

素材 　深型組バットミニ号④
素材サイズ 105×68×H58mm
加工賃　　　　　　  ¥300
色　　　　　　　　　 茶・白

素材 　深型組バットミニ号③
素材サイズ 105×68×H58mm
加工賃　　　　　　  ¥420
色　　　　　　　　 緑・白・茶

素材 UK アイスヘラ L
素材サイズ 320mm
加工賃 ¥150
色 紫

素材 万能トング 小
素材サイズ 320mm
加工賃 ¥100
色 茶

②

④

③
①

マーキング加工例を参考に、マーキングしてみたいロゴ・文字等ございましたら、14ページのオーダーシートにご記入いただき、弊社にお送りください。

初回発注の製品において、

セット代・データ作成代・

試作代として、初期費用

が別途掛かります。

基本料金について
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ORIGINAL  LOGO  MARKING  SAMPLE

オリジナル名入・ロゴ入マーキング加工例

厨房用品へのマーキング加工例です。用途別および食品別に専用のものを用意し、色分けや用途名
の記入を行います。混同しないよう衛生的に使いわけることができます。

素材 　角バット10枚取 つや消
素材サイズ 350×265×H60mm
加工賃 ¥300
色 青

素材 　角バット10枚取 つや消
素材サイズ 350×265×H60mm
加工賃 ¥150
色 茶

素材 　角バット10枚取 つや消
素材サイズ 350×265×H60mm
加工賃 ¥150
色 黄

素材 　角バット10枚取 つや消
素材サイズ 350×265×H60mm
加工賃 ¥300
色 緑

素材 　深型組バットミニ号
素材サイズ 105×68×H58mm
加工賃 ¥100
色 茶

素材 　深型組バットミニ号
素材サイズ 105×68×H58mm
加工賃 ¥100
色 黄

素材 18 -8 角キッチンポット 13.5cm
素材サイズ 135×135×H135mm
加工賃 ¥150
色 茶

素材 18 -8 角キッチンポット 13.5cm
素材サイズ 135×135×H135mm
加工賃 ¥150
色 紫

素材 18 -8 丸キッチンポット 12cm
素材サイズ  　φ120×H120mm
加工賃 ¥150
色 茶

マーキング加工例を参考に、マーキングしてみたいロゴ・文字等ございましたら、14ページのオーダーシートにご記入いただき、弊社にお送りください。

初回発注の製品において、

セット代・データ作成代・

試作代として、初期費用

が別途掛かります。

基本料金について

12Laser MarkingLaser Marking



ORIGINAL  LOGO  MARKING  SAMPLE

オリジナル名入・ロゴ入マーキング加工例

 打刻のように金型が必要ありませんので、容易にお店オリジナルの名前やロゴ入り商品を作ることが出来

ます。お店の名前やロゴをマーキングすることで、印象に残る価値あるものとなります。お客様のリピートや
お店の宣伝効果になります。

初回発注の製品において、

セット代・データ作成代・

試作代として、初期費用

が別途掛かります。

基本料金について

素材　　18 - 8 中華スプーンプレーンつや消
素材サイズ 210mm
加工賃　　　　　　　　　　　   　¥80
色　　　　　　　　　　　　　　   　茶

素材 　 18 -0クレーバートングエコノミータイプ
素材サイズ 240mm
加工賃　　　　　　　　　　　   　¥100
色　　　　　　　　　　　　　　   　茶

素材 　    18 -0クレーバーレボブッフェトング
素材サイズ 218mm
加工賃　　　　　　　　　　　   　¥100
色　　　　　　　　　　　　　　   　茶

マーキング加工例を参考に、マーキングしてみたいロゴ・文字等ございましたら、14ページの
オーダーシートにご記入いただき弊社にお送りください。

13 Laser MarkingLaser Marking



ご注文お客様お名前
（会社名）

ご住所

STEP1

必ずFA X番号をご記入ください。
オーダーシートを頂きましたら、御見積書を返信いたします。

マーキングする商品名をご記入ください。

マーキングする文字やロゴ等をご記入ください。
商品のどの部分にマーキングするかできるだけ具体的にご記入ください。

マーキング文字 ▶ TODAI

マーキング文字 ▶

※名入れのサイズは指定がない場合、
　お任せサイズになります。

記入例

※ロゴの場合や図面がある場合は、データを までお送りください。info@todai-tsubame.co.jp

ご希望の色を選んでください。

※材質がステンレス以外の場合は色の指定が出来ません。

様

白□　　茶□　　紫□　　桃□　　藍□　　青□　　緑□　　黄□

あ い う え お  A B C D E   a b c d e   1 2 3 4 5

あ い う え お   A B C D E   a b c d e   1 2 3 4 5

発注数量

御見積（弊社記入欄）

注文 キャンセル

希望納期

A 明朝 □

□B ゴシック

□C その他

ご担当者名

メールアドレス

TEL

FAX

〒　　　-

STEP2

名入れをご希望のお客様は下記よりフォントをお選びください。

ご注意事項

ご希望フォント名をご記入ください。

STEP4

STEP3

合計金額

単価

FAX 0256-62-3135 弊社ホームページからも、ご注文いただけます。

http://www.todai -tsubame.co . jp

納期回答

TODAI

オリジナル名入・ロゴ入 御見積兼オーダーシート
お問合せ日  　月  　日※コピーしてお使いください。

御見積受け取り後、注文・キャンセルの
いずれかに○を付けて再度返信をお願いします。

・商品の形状・表面加工によってマーキングが出来ない場合がございます。
・商品の形状によって色が限定される場合がございます。
・素材の状態によって色の見え方が変わる場合がございます。
・有料フォントは取扱がない場合がございます。
・マーキング後の変更・返品はお受けできません。
・ご質問等ございましたら、電話またはE-mailでご連絡ください。
 TEL  0256-63-5361　　E-mail  info@todai-tsubame.co.jp
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おことわり

○本カタログの掲載内容は、2014年8月現在のものです。
○本カタログに掲載されている商品は、商品改良の為に予告なく販売終了・生産中止および仕様・外観を変更する場合があります。
○掲載写真は印刷物の為実際の色と異なる場合があります。
○商品サイズや容量は出来るだけ正確に記しておりますが、実際の商品サイズや容量と多少異なる場合があります。
○価格は予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。 なお、価格には消費税は含まれておりません。

〒959-1277 新潟県燕市物流センター1丁目12番地
TEL.（0256）63-5361  FAX.（0256）62-3135  E-mail : info@todai -tsubame.co . jp

http : //www.todai -tsubame.co . jp

燕市商工会議所工業部会では地域を上げて積極的に「品質管理の
しくみづくり」に取り組み、地域全体の産業の底上げを図ることを目的に
《小規模な工場でも取り組める》【Tsubame Standard Organization】を
構築しました。これによりいつでもISO9001を取れる過程へと導きます。

認証範囲 ： 洋食器製造販売
認証基準 ： TSO基準（第2版）
認証番号 ： 第0024号
認 証 日 ： 2012年12月25日

弊社は［TSO］を取得しております。

TSOとは品質管理の国際規格「ISO9001」の
要求事項を抜粋したものです。
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