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PDC®のリストバンドは、1956年に、医療分野向けリストバンドからスター
トしました。
以降、安全かつ丈夫で使いやすく、斬新なデザインと画期的な技術を融合 
させながら進化し、また、レジャー・エンターテイメント業や法執行機関でも
用いられ、今日に至っています。
アメリカ最大のスポーツイベント“スーパーボウル”のプレミアムチケット兼 
オリジナルリストバンドや “ピンクリボン運動（乳がん早期発見啓発キャン 
ペーン）”プロモーション用リストバンド、そして刑務所内の職員や服役者
が使用するセキュリティツールなど、たくさんの事例を55年以上かけて作り 
上げてきました。そして今、このカタログを手にしている御社が、新しい事例
を創りだそうとしています！
PDC®のリストバンドは、グローバルリーダーとして甘んじることなく、
“Innovative ID Solution”を合言葉に、ゲストが楽しく安全に使え、「また
使いたい！」と思う製品とサービス作りに挑戦し実現し続けています。

PDC® のリストバンド　～ Innovative ID Solution ～

PDC®のリストバンドは、1956年に、医療分野向けリストバンドからスター
トしました。
以降、安全かつ丈夫で使いやすく、斬新なデザインと画期的な技術を融合 
させながら進化し、また、レジャー・エンターテイメント業や法執行機関でも
用いられ、今日に至っています。
アメリカ最大のスポーツイベント“スーパーボウル”のプレミアムチケット兼 
オリジナルリストバンドや “ピンクリボン運動（乳がん早期発見啓発キャン 
ペーン）”プロモーション用リストバンド、そして刑務所内の職員や服役者
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上げてきました。そして今、このカタログを手にしている御社が、新しい事例
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PDC®のリストバンドは、グローバルリーダーとして甘んじることなく、
“Innovative ID Solution”を合言葉に、ゲストが楽しく安全に使え、「また
使いたい！」と思う製品とサービス作りに挑戦し実現し続けています。

PDC® のリストバンド　～ Innovative ID Solution ～
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Custom Full Color Wristbands

Plastic Wristbands

Vinyl Wristbands

Holographic Wristbands

Tyvek® Wristbands

Thermal & Bar Code Wristbands

Woven Wristbands

Silicone Wristbands

RFID Wristbands

10 Reasons To Go Custom

Custom Artwork & Serial Numbering

オリジナルデザインリストバンド

プラスチックリストバンド

ビニールリストバンド

ホログラムリストバンド

Tyvek®タイベック®リストバンド

熱転写プリンター用＆バーコードリストバンド

ミサンガ風リストバンド

シリコンリストバンド

RFIDリストバンド

オリジナルデザインのススメ

オリジナルデザイン入稿＆シリアルナンバーオーダー仕様

＜注＞ ※Tyvek®は、デュポン社の登録商標です。
 ※リストバンド本体の色は、このカタログに掲載のものと異なる場合があります。
 ※ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。

＜注＞ ※Tyvek®は、デュポン社の登録商標です。
 ※リストバンド本体の色は、このカタログに掲載のものと異なる場合があります。
 ※ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。
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Custom Full Color Wristbands

オリジナルデザインリストバンド

7種類のリストバンドからお好きなバンドをチョイスして、オリジナルデザインを 
プリントすれば、オンリーワンのリストバンドが出来上がり！ 
企業やイベントのロゴやキャラクターをはじめ、人や動物などの写真も鮮明に 
載せられるので、ブランドイメージの向上やスポンサーのプロモーションに最適！
また、チケットの偽造対策にも効果的です。

● 引っ張っても折り曲げても破れ 
にくい、耐久性に優れたポリプロ
ピレン製

● バンドを留めるスナップは、絶縁
性の高いプラスチック製。１回だ
けしか留めることができない使い
捨てタイプ。

● 鮮明なフルカラープリント

● 水や雨、汗等に強く、数日間連
続使用可能。
（※プールなど水中での使用はご
遠慮ください。ご使用前にサンプ
ルでのご試用をお勧めします。）

● シリアルナンバー対応（オプション）
（詳細は、27ページ参照）

● 最小オーダー数は、2,500バンド 
（5箱）から。

◆SureImage® SecurSnap® Narrow 約13mm（0.5インチ） 460S 
シュアイメージ®セキュアスナップ®ナロー約13mm（0.5インチ） 460S
バンド幅：約13mm（0.5インチ）｜ 入数：500バンド／箱｜オリジナルデザインプリントエリア：約311mm×約10mm（12.25
インチ×0.408インチ）｜ シリアルナンバーエリア：約300mm×約10mm （11.8インチ×0.408インチ）

◆SureImage® SecurSnap® Medium 約19mm（0.75インチ） 400S
シュアイメージ®セキュアスナップ® ミディアム 約19mm（0.75インチ） 400S
バンド幅：約19mm（0.75インチ）｜ 入数：500バンド／箱｜オリジナルデザインプリントエリア：約248mm×約17mm（9.75
インチ×0.672インチ）｜ シリアルナンバーエリア：約236mm×約17mm（9.3インチ×0.672インチ）

◆SureImage® SecurSnap® Wide 約25mm（1インチ） 470S
シュアイメージ®セキュアスナップ® ワイド約25mm（1インチ） 470S
バンド幅：約25mm（1インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ オリジナルデザインプリントエリア：約244mm×約24mm（9.6 
インチ×0.937インチ）｜ シリアルナンバーエリア：約232mm×約24mm（9.15インチ×0.937インチ）

◆SureImage® SecurSnap® Big 約25mm（1インチ） 450S
シュアイメージ®セキュアスナップ® ビッグ約25mm（1インチ） 450S
バンド幅：約25mm（1インチ）｜ 入数：500バンド／箱、オリジナルデザインプリントエリア：約276mm×約24mm（10.85
インチ×0.937インチ）｜ シリアルナンバーエリア：約264mm×約24mm（10.4インチ×0.937インチ）

＜注＞ ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
 ※リストバンド本体の色は、このカタログに掲載のものと異なる場合があります。
 ※ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。
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● 薄手でも、引っ張っても破れにく
い高密度ポリエチレン製

● バーコードおよびシリアルナン
バー・可変データのプリント可（各
1か所のみ／オプション）

● 鮮明なフルカラープリント

● バンドを留めるスナップは、バン
ドの両端を貼り合わせる粘着シー
ル式で使い捨てタイプ。一度貼り
合わせた後で剥がすと剥がし跡が
残るので、改ざん防止対策に便
利。

● 最小オーダー数　5,000バンド 
（5箱）/デザイン　

◆SureImage® Adhesive Closure 約25mm（1インチ） TVS & TPS
シュアイメージ®粘着シール式スナップ　約25mm（1インチ） TVS（つやあり光沢仕上げ）& 
TPS（マット仕上げ）
バンド幅：約25mm（1インチ）｜ 入数：1,000バンド／箱 ｜ オリジナルデザインプリントエリア：約258mm×約22mm（9.75
インチ×0.875インチ）

● 薄手でも、引っ張っても破れにく
い高密度ポリエチレン製

● バーコードのプリント可（2か所／
オプション）

● 鮮明なフルカラープリント

● バンドを留めるスナップは、絶縁
性の高いプラスチック製で、1回
だけしか留めることができない使
い捨てタイプ。

● 最小オーダー数は、25,000バン
ド（50箱）／デザインから。

◆SureImage® Adhesive Closure 約19mm（0.75インチ） NVS & NPS
シュアイメージ®粘着シール式スナップ　約19mm（0.75インチ）NVS （つやあり光沢仕上げ） 
& NPS （マット仕上げ）
バンド幅：約19mm（0.75インチ）｜ 入数：1,000バンド／箱 ｜ オリジナルデザインプリントエリア：約247mm×約16mm 
（9.725インチ×0.625インチ）

◆SureImage® Bar Code Snap 約25mm（1インチ） PBS
シュアイメージ®バーコードスナップ約25mm（1インチ） PBS
バンド幅：約25mm（1インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ オリジナルデザインプリントエリア：約232mm×約24mm（9.15
インチ×0.937インチ）

バーコードプリント
可能エリア①

バーコードプリント
可能エリア②

QRコードをリストバンドにプリントして、
ゲストともっとつながりましょう！
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Plastic Wristband

プラスチックリストバンド

スーパーバンド®は、水や雨、汗に強く、引っ張っても
破れにくく、また、留めやすくて外れにくいプラスチック
製スナップ（バンド留め）のリストバンドです。
2～3日間連続してお使いいただけます。（ご使用前にサンプル
でのご試用をお勧めします。）

◆Superband® Expressions 
スーパーバンド®　エクスプレッション
バンド幅：約19mm（0.75インチ）｜ 入数 ： 500バンド／箱

CHECKERBOARD  4018
チェッカーボード4018

HOPE  4039-11
ホープ4039-11

COLORBURST  4025
カラーバースト4025

PINK RIBBON  4042
ピンクリボン4042

FLORAL FLAIR  4027-39
フローラルフレアー 4027-39

ALIENS  4043-16
エイリアン4043-16

VIP  4030
VIP4030

TIGER  4044
タイガー 4044

AMERICAN EAGLE  4033-13
アメリカンイーグル4033-13

LIBERTY  4045-11
リバティー 4045-11

STAR & STRIPES  4034-11
スター &ストライプ4034-11

LEOPARD  4046-48
レオパード4046-48

ANIMAL FACES  4047-35
アニマルフェイス4047-35



【バンド本体色】

11 12 13 14 15

16 20 22 23 24

25 26 29 33 35

37 39 48 50 51

70

オプション プリントカラー
・オリジナルデザイン
・シリアルナンバー
・両面プリント
・バンド全体プリント
・切取可能タブへのプリント

・ブラック
・ホワイト
・レッド
・ライトブルー

・ネイビーブルー
・グリーン
・イエロー
・シルバーフォイル

・レインボーフォイル
・スパークフォイル
・ゴールドフォイル

オプション プリントカラー
・オリジナルデザイン
・シリアルナンバー
・両面プリント
・バンド全体プリント

・ブラック
・ホワイト
・レッド
・ライトブルー

・ネイビーブルー
・グリーン
・イエロー
・シルバーフォイル

・レインボーフォイル
・スパークフォイル
・ゴールドフォイル

ホワイト ピンク ブルー イエロー ライトグリーン

レッド ブラック ケリーグリーン ラベンダー ゴールドロッド

クランベリー グレー デイグローオレンジ グレープ アクア

デイグローピンク デイグローグリーン タン シルバー ゴールド

ネイビーブルー

【バンド本体色】

11 12 13 14 15

16 20 22 23 24

25 26 29 33 35

37 39 48 50 51

70

ホワイト ピンク ブルー イエロー ライトグリーン

レッド ブラック ケリーグリーン ラベンダー ゴールドロッド

クランベリー グレー デイグローオレンジ グレープ アクア

デイグローピンク デイグローグリーン タン シルバー ゴールド

ネイビーブルー

【バンド本体色】

13 14 29 39
ブルー イエロー デイグローオレンジ デイグローグリーン
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◆SuperBand® Medium 400P
スーパーバンド®　ミディアム400P

◆SuperBand® Narrow 460P
スーパーバンド®　ナロー 460P

◆SuperBand® Big 450P
スーパーバンド®　ビッグ450P

◆SuperBand® Wide 470P
スーパーバンド®　ワイド470P

◆SecurMatch® 468P
セキュアマッチ®　468P

・チケット引換券やくじ券などの利用に便利な、バンドから切り離せるタブ付き。
・バンド幅：約13mm（0.5インチ）｜入数：500バンド／箱
・シリアルナンバーのプリント可能（2か所）

バンド幅：約19mm（0.75インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ オリジナルデザイン（オプション）
プリントエリア：約83mm×約13mm（3.25インチ×0.5インチ）

・チケット引換券やくじ券などの利用に便利な、バンドから切り離せるタブ付き。
バンド幅：約13mm（0.5インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ オリジナルデザイン（オプション）
プリントエリア：約67mm×約10mm（2.625インチ×0.375インチ）

バンド幅：約25mm（1インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ オリジナルデザイン（オプション）
プリントエリア：約89mm×約19mm（3.5インチ×0.75インチ）

バンド幅：約25mm（1インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ オリジナルデザイン（オプション）
プリントエリア：約57mm×約19mm （2.25インチ×0.75インチ）

＜注＞ ※リストバンド本体の色は、このカタログに掲載のものと異なる場合があります。
 ※ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。



オプション プリントカラー
・オリジナルデザイン
・シリアルナンバー
・両面プリント可能
・バンド全体プリント可能
・最大3色プリント可能

・ブラック
・ホワイト
・レッド
・イエロー

・ミディアムイエロー
・シルバーインク
・ゴールドインク
・バイオレット

・ライトブルー
・ダークブルー
・グリーン

オプション プリントカラー

オプション プリントカラー
・オリジナルデザイン
・シリアルナンバー
・両面プリント可能
・バンド全体プリント可能

・ブラック
・ホワイト
・レッド
・ライトブルー

・レインボーフォイル
・スパークルフォイル
・ゴールドフォイル
・ネイビーブルー

・グリーン
・イエロー
・シルバーフォイル

・オリジナルデザイン
・シリアルナンバー
・メタルスナップ（VSM）もカラー選択可能
・バンド全体プリント可能
・最大3色プリント可能
・両面プリント可能

・ブラック
・ホワイト
・レッド
・イエロー
・ミディアムイエロー
・シルバーインク

・ゴールドインク
・バイオレット
・ライトブルー
・ダークブルー
・グリーン

* Vinyl Wave VSWは対象外。

ホットピンク
27

タンジータンジェリン
30

ワイルドレモン
28

エレクトリックブルー
32

アメイジンググレープ
33

ロケットレッド
40

ライブリーライム
41

【バンド本体色】

デイグローオレンジ
29

デイグローイエロー
36

デイグローグリーン
39

デイグローピンク
37

デイグローレッド
38

ネイビーブルー
70

ダークグリーン
74

ティール
67

シルバー
50

ゴールド
51

ブルー
13

ライトブルー
18

クランベリー
25

ブラック
20

ケリーグリーン
22

ホワイト
11

ブラックアイス*
02

ウィンターホワイト*
01

プラチナ*
03

ハニーゴールド*
04

【本体ネオン色】
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Vinyl Wristband

ビニールリストバンド

強度、耐久性、柔軟性を兼ね備え、ベーシックな色からビビッド 
な色まで豊富に揃った、カラフルでいて頼りがいのあるリスト 
バンド。ダンスやエクササイズなどで手首を激しく動かしても 
外れにくい、プラスチック製スナップを採用。

Glow-In the Dark Vinyl 
グローインザダーク ビニール製蓄光リストバンド
明るいエリアではシンプルなバンド。夕暮れ時や照明の暗いエリアでは、長時間光ります。
偽造品の使用を防ぐのに便利です。
発光時間：明るいライトの下で5～30分置いて、約8時間発光持続。
用途例：クラブ、コンサートやライブ等の暗所で行われるイベント

◆Glow In the Dark Vinyl VSG
グローインザダークビニール　VSG
バンド幅：約19mm（0.75インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ オリジナル
デザインプリントエリア：約111mm×16mm（4.38インチ×0.625インチ）

◆Glow In the Dark Vinyl 430G
グローインザダークビニール430G
バンド幅：約13mm（0.5インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ オリジナルデ
ザインプリントエリア：約101mm×約10mm（4.00インチ×0.375インチ）

◆Vinyl Medium VSP
ビニールミディアム　VSP
バンド幅：約19mm（0.75インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ オリジナルデザイ
ンプリントエリア：約111mm×約16mm（4.38インチ×0.625インチ）

ビニールミディアム　VSM
メタルスナップロック（使い捨てタイプ）

ビニールミディアム　RVSM
着脱可能メタルスナップ（複数回使用可能タイプ）

◆Vinyl Wave VSW
ビニールウェイブ　VSW
バンド幅：約19mm（0.75インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ オリジナルデザイ
ンプリントエリア：約111mm×約114mm（4.38インチ×4.5インチ）

*  バンド本体色で、01：ウィンターホワイト、02：ブラックアイス、03：プラチナ、
04：ハニーゴールドの取り扱いはございません。

※写真はオリジナルデザインをプリントしています。



ホットピンク
27

タンジータンジェリン
30

ワイルドレモン
28

エレクトリックブルー
32

アメイジンググレープ
33

ロケットレッド
40

ライブリーライム
41

【バンド本体色】

タン
48

ネイビーブルー
70

シルバー
50

ゴールド
51

ブルー
13

イエロー
14

オレンジ
17

ライトグリーン
15

レッド
16

ライトブルー
18

ラベンダー
23

クランベリー
25

ブラック
20

ケリーグリーン
22

ホワイト
11

ブラックアイス
02

ウィンターホワイト
01

プラチナ
03

ハニーゴールド
04

【本体ネオン色】

【バンド本体色】

シルバー
50

ゴールド
51

クランベリー
25

オレンジ
17

ラベンダー
23

ライトブルー
18

ブラック
20

ケリーグリーン
22

ブルー
13

イエロー
14

ライトグリーン
15

レッド
16

ホワイト
11

デイグローオレンジ
29

ブルー
13

デイグローイエロー
36

デイグローグリーン
39

デイグローレッド
38

タンジータンジェリン
30

ワイルドレモン
28

エレクトリックブルー
32

アメイジンググレープ
33

ロケットレッド
40

ライブリーライム
41

ホットピンク
27

ブラックアイス
02

ウィンターホワイト
01

プラチナ
03

ハニーゴールド
04

【本体ネオン色】

【バンド本体色】

オプション プリントカラー
・オリジナルデザイン
・シリアルナンバー
・両面プリント可能
・バンド全体プリント可能

・ブラック
・ホワイト
・レッド
・ライトブルー

・ネイビーブルー
・グリーン
・イエロー
・シルバーフォイル

・レインボーフォイル
・スパークルフォイル
・ゴールドフォイル

オプション プリントカラー
・オリジナルデザイン
・シリアルナンバー
・両面プリント可能
・バンド全体プリント可能

・ブラック
・ホワイト
・レッド
・ライトブルー

・ネイビーブルー
・グリーン
・イエロー
・シルバーフォイル

・レインボーフォイル
・スパークルフォイル
・ゴールドフォイル

オプション プリントカラー
・オリジナルデザイン
・シリアルナンバー
・バンド全体プリント可能
・最大3色プリント可能

・ブラック
・ホワイト
・レッド
・ライトブルー

・ダークブルー
・グリーン
・イエロー
・ミディアムイエロー

・シルバーインク
・ゴールドインク
・バイオレット

9

◆Vinyl Narrow 430P
ビニールナロー430P
バンド幅:約13mm(0.5インチ)｜ 入数:500バンド/箱 ｜ オリジナルデザインプ
リントエリア:約101mm×約10mm(4.00インチ×0.375インチ)

◆Vinyl Wide 420P
ビニールワイド420P
バンド幅:約25mm(1インチ)｜ 入数:500バンド/箱 ｜ オリジナルデザインプリ
ントエリア:約64mm×約19mm(2.5インチ×0.75インチ)

◆Wrist-Rider® Wristicket®
リストライダー®リストチケット®リストバンド
食事、ドリンク、乗車券等々引換券としての利用に便利な、バン
ドから切り離せるタブ付きの、耐久性に優れたビニール製リスト
バンド。タブの数は、3個、4個、5個から選べます。最小オーダー
数は、500バンド/箱。

＜注＞ ※リストバンド本体の色は、このカタログに掲載のものと異なる場合があります。
 ※ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。

※写真はオリジナルデザインをプリントしています。

※写真はオリジナルデザインをプリントしています。

※写真はオリジナルデザインをプリントしています。



-84

-97

-92
-94 -93 -98 -86

-85 -87 -95
-91

-96

-88

【バンド本体色（130P、VCP & VCW共通）】

マンゴーメロン
94

グレイシャーブルー
95

プラムアップル
96

ストロベリー
97

サワーアップル
98

モカアイス
88

アーティックアイス
91

バブルガム
92

レモンドロップ
93

ブルーベリー
85

キャンディーアップル
84

ミンティグリーン
86

アクアバイオレット
87

130P　オプション プリントカラー
・オリジナルデザイン
・シリアルナンバー
・両面プリント可能
・バンド全体プリント可能

・ブラック
・ホワイト
・レッド
・ライトブルー

・ネイビーブルー
・グリーン
・イエロー
・シルバーフォイル

・レインボーフォイル
・スパークルフォイル
・ゴールドフォイル

VCP & VCW　オプション プリントカラー
・オリジナルデザイン
・シリアルナンバー
・両面プリント可能
・バンド全体プリント可能
・最大3色プリント可能

・ブラック
・ホワイト
・レッド
・ライトブルー

・ダークブルー
・グリーン
・イエロー
・ミディアムイエロー

・シルバーインク
・ゴールドインク
・バイオレット
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◆ClearImage® Narrow 130P
クリアイメージ® ナロー130P
バンド幅：約13mm（0.5インチ）｜ 入数：500バンド/箱 ｜ オリジナルデザインプリントエ
リア：約101mm×約10mm（4インチ×0.375インチ）

Vinyl Wristband

ビニールリストバンド

ClearImage® Vinyl Wristbands
クリアイメージ® ビニールリストバンド
マンゴー、ストロベリー、キャンディアップル、レモンドロップなどのポップカラーが全13色! 
そのキュートさとクリア感で、カジュアルなアクセサリーに早変わり!
オリジナルのメッセージやデザインを加えて、おしゃれ度はさらにアップ!

◆ClearImage® Medium　VCP
クリアイメージ®ミディアム　VCP
バンド幅：約19mm（0.75インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ オリジナルデザインプリント
エリア：約111mm×約16mm（4.38インチ×0.625インチ）

◆ClearImage® Wave　VCW
クリアイメージ®ウェイブ　VCW
バンド幅：約19mm（0.75インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ オリジナルデザインプリント
エリア：約111mm×約114mm（4.38インチ×4.5インチ）

※写真はオリジナルデザインをプリントしています。
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Holographic Wristbands

ホログラムリストバンド

グリッター感たっぷりの華やかなリストバンド。留めやすく外れにくいプラス
チック製スナップを採用。複数日間連続してお使いいただけます。（※ご使用前に
サンプルでのご試用をお勧めします。）

ブルー
13

イエロー
14

レッド
16

ケリーグリーン
22

ブラック
20

クランベリー
25

デイグローオレンジ
29

デイグローグリーン
39

シルバー
50

ゴールド
51

アクア
35

デイグローピンク
37

パープル
33

オプション プリントカラー
・オリジナルデザイン
・シリアルナンバー
・バンド全体プリント可能

・ブラック
・ホワイト

・レッド
・ブルー

オプション プリントカラー
・オリジナルデザイン
・シリアルナンバー
・バンド全体プリント可能

・ブラック ・ホワイト

【バンド本体色】

【バンド本体色】
シルバー

50
ゴールド

51
アメジスト

54
トパーズ

56
コーラル

57
ジェイド

58

◆Holographic Wristbands
ホログラムリストバンド
・ バンド幅：約19mm（0.75インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ オリジナルデザインプリン
トエリア：約83mm×約13mm（3.25インチ×0.5インチ）
・3層メタリックのカラフルなホログラム

LIQUID GLITTER 4480
リキッドグリッター 4480（丸模様）

Confetti
コンフェッティ（紙吹雪模様）

Stars
スターズ（星型模様）

Rain
レイン（ヘアライン模様）

◆KALEIDOSCOPE® 480P
カレイドスコープ®480P
・ バンド幅：約13mm（0.5インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ オリジナルデザイ
ンプリントエリア：約67mm×約10mm（2.625インチ×0.375インチ）
・カラフルなメタリック3層構造。
・ バンドから切り離せるタブが2つ。テキストやナンバリングをプリントして、フード
やドリンクなどの引き換え券やクジ券などに便利です。

＜注＞ ※リストバンド本体の色は、このカタログに掲載のものと異なる場合があります。
 ※ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。

※写真はオリジナルデザインをプリントしています。

※写真はオリジナルデザインをプリントしています。



イエロー
14

ブルー
13

オレンジ
17

レッド
16

ライトブルー
18

ブラック
20

ホワイト
11

パープル
43

ライム
75

ネイビーブルー
70

ゴールド
51

ティール
67

クランベリー
25

ケリーグリーン
22

ラベンダー
23

ゴールデンロッド
24

デイグローオレンジ
29

デイグローピンク
37

アクア
35

グレー
26

【バンド本体色】

オプション プリントカラー
・オリジナルデザイン
・シリアルナンバー
・バンド全体プリント可能

・ブラック
・ホワイト
・ブルー
・イエロー
・レッド
・オレンジ
・ライトブルー
・ケリーグリーン
・ラベンダー
・ゴールデンロッド

・クランベリー
・グレイ
・デイグローオレンジ
・アクア
・デイグローピンク
・パープル
・ゴールド
・ティール
・ネイビーブルー
・ライム

シール台紙が
ゴミにならない!!

12

Tyvek® Wristband

タイベック®リストバンド

軽くて薄く、肌あたりがソフトで、水、雨、雪、汗などに強く、
破れにくい素材「タイベック®」を使った合成紙リストバンドです。
他の素材に比べてお手頃な価格で、多くの製品が粘着シール式
スナップを使用している使い捨てタイプです。

Tytan® Tabless® Wristbands
チタン®タブレス®リストバンド
スナップ部分が粘着シールタイプの合成紙リストバンド。シールなのに剥がした台紙がゴミに
ならないエコフレンドリーなスナップ（特許取得済）なので、ゲストと一緒にゴミの量を減らす
リデュース運動に貢献できます。
また、一度貼り合せたスナップ部分を剥がすとばらばらになるので、改ざん防止に役立ちます。

チタン®タブレス®リストバンドの使い方をビデオでご覧いただけます。
http：//www.pdcsolutions.com/en-us/videos.html

◆Tytan® Tabless® 約25mm（1インチ） TTAB
チタン®タブレス®　TTAB
バンド幅：約25mm（1インチ）｜ 入数：1,000バンド／箱 ｜ ナンバリング入り ｜ オ
リジナルデザインプリントエリア：約203mm×約19mm（8インチ×0.75インチ）

◆Tytan® Tabless® 約19mm（0.75インチ） NTAB
チタン®タブレス®　 NTAB 
バンド幅：約19mm（0.75インチ）｜ 入数：1,000バンド／箱 ｜ ナンバリング入り ｜ 
オリジナルデザインプリントエリア：約207mm×約16mm（8.15インチ×0.625インチ）

※写真はオリジナルデザインをプリントしています。
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Tytan-Band®  Wristbands
チタンバンド®リストバンド
シンプルな無地の使い捨てタイプのリストバンド。
スナップ部分は粘着シール式で、一度貼り合わせた後に剥がすと剥がした跡が残るので、改ざん防止対策に便利です。

イエロー
14

ブルー
13

オレンジ
17

レッド
16

ライトブルー
18

ブラック
20

ホワイト
11

パープル
43

ライム
75

ネイビーブルー
70

ゴールド
51

ティール
67

クランベリー
25

ケリーグリーン
22

ラベンダー
23

ゴールデンロッド
24

デイグローオレンジ
29

デイグローピンク
37

アクア
35

グレー
26

【バンド本体色】

ブルー
13

レッド
16

デイグローイエロー
36 20

ホワイト
11

パープル
43

デイグローピンク
37

デイグローライム
39

デイグローオレンジ
29

グレー
26

【バンド本体色】

オプション プリントカラー
・オリジナルデザイン
・シリアルナンバー
・最大3色プリント可能
・ブラックライトインク可能
・バンド全体プリント可能

・アクア
・ブラック
・ブルー
・クランベリー
・デイグローオレンジ
・デイグローピンク
・ゴールド
・ゴールデンロッド
・イエロー
・グレー
・オレンジ

・ケリーグリーン
・ラベンダー
・ライム
・ライトブルー
・ネイビーブルー
・パープル
・レッド
・ティール
・ブラックライトインク
・ホワイト

オプション プリントカラー

・オリジナルデザイン ・ブラック

◆Tytan-Band® 約25mm（1インチ） TYS
チタンバンド® TYS
バンド幅：約25mm（1インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ ナンバリング入り 
｜ オリジナルデザインプリントエリア：約224mm×約22mm（8.8インチ×
0.87インチ）

◆Tytan-Band® 約19mm（0.75インチ） NTS
チタンバンド® NTS
バンド幅：約19mm（0.75インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ ナンバリング
入り ｜ オリジナルデザインプリントエリア：約216mm×約16mm （8.5イン
チ×0.625インチ）

＜最小オーダー数＞
・無地タイプ：500バンド（1箱）
・オリジナルデザイン：5,000バンド（10箱）

◆Speedi-Band®  TENS
スピーディバンド®　TENS
最小オーダー数が100バンドなので、小規模なイベントに最適です。
・ バンド幅：約25mm（1インチ）｜ 入数：10バンド／シート ｜ オリジナルデザイン
プリントエリア：約172mm×約16mm（6.75インチ×0.625インチ）
・ 最小オーダー数： 100バンド（10シート）

＜注＞ ※Tyvek®は、デュポン社の登録商標です。
 ※リストバンド本体の色は、このカタログに掲載のものと異なる場合があります。
 ※ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。

・最小オーダー数100バンド
・最大購入単位4,500バンド
・ 4,500バンド以上のオーダーは、Tytan-Band® TYSもしくはSecurband® 
2008（次ページ参照）リストバンドをご利用ください。

※写真はオリジナルデザインをプリントしています。

※写真はオリジナルデザインをプリントしています。



イエロー
14

ブルー
13

オレンジ
17

レッド
16

ライトブルー
18

ブラック
20

ホワイト
11

パープル
43

ライム
75

ネイビーブルー
70

ゴールド
51

ティール
67

クランベリー
25

ケリーグリーン
22

ラベンダー
23

ゴールデンロッド
24

デイグローオレンジ
29

デイグローピンク
37

アクア
35

グレー
26

【バンド本体色】

ブルー
13

レッド
16

イエロー
14 20

デイグローピンク
37

ライム
75

デイグローオレンジ
29

【バンド本体色】

ブルー
13

レッド
16

イエロー
14 20

デイグローピンク
37

ライム
75

デイグローオレンジ
29

【バンド本体色】

オプション プリントカラー

・オリジナルデザイン
・バンド全体プリント可能
・シリアルナンバー

・ブラック

オプション プリントカラー

・オリジナルデザイン
・バンド全体プリント可能
・シリアルナンバー

・ブラック

オプション プリントカラー

・オリジナルデザイン
・バンド全体プリント可能
・シリアルナンバー
・最大3色プリント可能

・ブラック
・レッド
・デイグローピンク
・ライム

・デイグローオレンジ
・ホワイト
・ブルー
・イエロー
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◆SecurBand® 約25mm（1インチ） 2008
セキュアバンド®　2008
・ バンド幅：約25mm（1インチ）｜ 入数：1,000バンド／箱 ｜ ナンバリング
入り ｜ オリジナルデザインプリントエリア：約203mm×約19mm（8.00イ
ンチ×0.75インチ）｜ ドットプリンター用ピンフィード付き

Tyvek® Wristband

タイベック®リストバンド

◆SecurBand® 約19mm（0.75インチ） 2025
セキュアバンド®　2025
・ バンド幅：約19mm（0.75インチ）｜ 入数：1,000バンド／箱 ｜ ナンバ
リング入り ｜ オリジナルデザインプリントエリア：約203mm×約16mm 
（8.00インチ×0.625インチ）｜ ドットプリンター用ピンフィード付き

・最小オーダー数：1,000バンド／箱

◆SecurTicket® Plus 2066
セキュアチケット®プラス　2066
・ バンド幅：約25mm（1インチ）｜ 入数：1,000バンド／箱 ｜ オリジナルデザインプリ
ントエリア：約203mm×約19mm（8.00インチ×0.75インチ）
・ バンドから切り離せるタブ付き。タブにナンバリングが可能。
・ オリジナルデザインプリントの場合、Securband® 2008とSecurband®2025のバ
ンド本体色からの選択が可能。

◆Tytan-Band® Wave TYW
チタンバンド®ウェイブ　TYW
・ バンド幅：約25mm（1インチ）｜ 入数：500バンド／箱 ｜ ナンバリング入
り ｜ オリジナルデザインプリントエリア：約221mm×約19mm（8.687イ
ンチ×0.75インチ）
・ユニークなウェイブ（波）型のリストバンド

・最小オーダー数：1箱

・最小オーダー数：無地タイプ：500バンド（1箱）
 オリジナルデザイン：5,000バンド（10箱）

※写真はオリジナルデザインをプリントしています。

※写真はオリジナルデザインをプリントしています。

バンドから切り離せるタブ
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◆約25mm（1インチ） Tytan-Band ®Expression TX
チタンバンド®エクスプレッションTX
シリアルナンバー付き。｜ 入数：500バンド／箱

14 16

13 20 4316 29

16 2213

432914 67

16 2013

Tytan-Band® Expressions Wristbands
チタンバンド®エクスプレッションリストバンド
Tytan-Band®エクスプレッションリストバンドは、50種類以
上ある個性的なデザインの中からシチュエーションにあったもの
をお選びいただけます。手首にフィットする柔らかさでありなが
ら破れにくく、使いやすさは抜群。スナップ部分は粘着シール
式で、一度貼り合わせた後に剥がすと剥がした跡が残るので、
改ざん防止対策に便利です。

ROCK　TX01
ロック　TX01

FIREWORKS TX13-13
ファイヤワークス TX13-13

STRIPES　TX02
ストライプ　TX02

PIT PASS TX15
ピットパス TX15

CHECKERBOARD　TX03
チェッカーボード　TX03

MAYHEM TX18
メイヘム TX18

COW　TX04-11
カウ　TX04-11

THORNS N' ROSES TX19-11
ソーンズン　ローゼス TX19-11

STARS ＆ STRIPES　TX10-11
スター＆ストライプ　TX10-11

HOPE TX20-37
ホープ TX20-37

PARTY　TX12-37
パーティ　TX12-37

＜注＞ ※Tyvek®は、デュポン社の登録商標です。
 ※リストバンド本体の色は、このカタログに掲載のものと異なる場合があります。
 ※ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。
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Tyvek® Wristband

タイベック®リストバンド

◆約25mm（1インチ） Tytan-Band ®Expression TX
チタンバンド®エクスプレッションTX
シリアルナンバー付き。｜ 入数：500バンド／箱

ZEBRABAND®　TX21
ゼブラバンド®　TX21

14 37

13 14 37

14 18

2013

14 29 37 75

14 29 37 75

14 75

14 43 75

HOUNDSTOOTH　TX27
千鳥格子　TX27

GENERAL　ADMISSION　TX22
ゼネラルアドミッション　TX22

VIDEOGAME　TX28
ビデオゲーム　TX28

MUSIC　TX23
ミュージック　TX23

TIGER　TX31
タイガー　TX31

RODEO　TX24
ロデオ　TX24

GIRAFF　TX30-14
キリン　TX30-14

BEACH　TX25
ビーチ　TX25
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HAPPY FACES NTX51
ハッピーフェイス　NTX51

◆約19mm（0.75インチ） Tytan-Band® Expressions NTX
チタンバンド®エクスプレッションNTX
シリアルナンバー付き。｜ 入数：500バンド／箱

13

67

1614

75

20 43

13 16 3714 29 75

14 16

11 16

14 2916 75

TATOO　NTX78
タトゥー　NTX78

CHILI PEPPERS NTX54-14
チリペッパー　NTX54-14

PAINT　BRUSH　NTX84
ペイントブラッシュ　NTX84

CAMOUFLAGES　NTX66-22
カモフラージュ　NTX66-22

SKULLS　NTX94-13
スカル　NTX94-13

TRIBAL　NTX69
トライバル　NTX69

FLYING　HEARTS　NTX95-37
フライングハート　NTX95-37

SWIRLS　NTX71-43
うずまき　NTX72

FOOD　NTX100-16
フード　NTX100-16

BARED　WIRE　NTX72
有刺鉄線　NTX72

TIKI　NTX101-67
ティキ　NTX101-67

＜注＞ ※Tyvek®は、デュポン社の登録商標です。
 ※リストバンド本体の色は、このカタログに掲載のものと異なる場合があります。
 ※ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。
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Tyvek® Wristband

タイベック®リストバンド

◆約19mm（0.75インチ） Tytan-Band® Expressions NTX
チタンバンド®エクスプレッションNTX
シリアルナンバー付き。｜ 入数：500バンド／箱

PAW　PRINTS　NTX06-43
パウ　NTX06-43

ALOHA　NTX70
アロハ　NTX70

13 18 75

16 7513 37

70 75

13 14 16

13 16 43 75

75

14 29 75

14

SMILEY　SUN　NTX08
スマイリーサン　NTX08

SEA　LIFE　NTX75-13
シーライフ　NTX75-13

DOLPHINS　NTX50
ドルフィン　NTX50

STAR　EXPLOSION　NTX91
スターエクスプロージョン　NTX91

MOON ＆ STARS　NTX52-13
ムーン＆スター　NTX52-13

MONKEYS　NTX102
モンキー　NTX102

LEOPARD　NTX58-29
レオパード　NTX58-29

PAINTBALL　NTX83
ペイントボール　NTX83

UNITED　WE　STAND　NTX76-11
ユナイテッド　NTX76-11

PITPASS　NIT16
ピットパス　NIT16

PATRIOTIC　NTX99-11
パトリオティック　NTX99-11
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JAZZ　NTX56-51
ジャズ　NTX56-51

PLEASE DRINK　RESPONSIUBLY　NTX88
飲酒責任　NTX88

14 75

14 16 37 752913

VIP　STARS　NTX81
ビップスター　NTX81

CASINO　NTX82-22
カジノ　NTX82-22

SCHOOL　BUS　NTX17-75
スクールバス　NTX17-75

WRISTRIBBON™　NTX103-12
リストリボン™　NTX103-12

CHILD　SAFETY　NTX92-16
チャイルド　セーフティ　NTX92-16

＜注＞ ※Tyvek®は、デュポン社の登録商標です。
 ※リストバンド本体の色は、このカタログに掲載のものと異なる場合があります。
 ※ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。
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Thermal & Barcode Wristbands

熱転写プリンター用リストバンド・バーコードリストバンド

【7144、7147、7244、7247　 バンド本体色】

下記から最大3色使用が可能

【7122NH　 バンド本体色】

【7044　バンド本体色】

アクア
35

グレープ
33

アクア
35

グレープ
33

グレー
26

デイグローグリーン
39

ゴールデンロッド
24

クランベリー
25

デイグローピンク
37

ホワイト
11

ホワイト
11

ホワイト
11

ブルー
13

イエロー
14

レッド
16

ブルー
13

イエロー
14

レッド
16

ブルー
13

イエロー
14

グリーン
15

レッド
16

オレンジ
17

オレンジ
17

オレンジ
17

ケリーグリーン
22

ピンク
12

アクア
35

グレープ
33

グレー
26

デイグローグリーン
39

ゴールデンロッド
24

クランベリー
25

デイグローピンク
37

ホワイト
11

ブルー
13

イエロー
14

レッド
16

オレンジ
17

ケリーグリーン
22

ピンク
12

品番 幅 入数
7144

7147

7244

7247

7122NH

TABLESS 7044T

約25mm～約3mm
（1～0.125インチ）
約25mm
 （1インチ）
約25mm～約3mm
（1～0.125インチ）
約25mm 
（1インチ）
約19mm
（0.75インチ）

500バンド／箱
（250バンド／巻×2）

400バンド／箱
（200バンド／巻×2）
500バンド／箱
（250バンド／巻×2）
1,000バンド／箱※

（500バンド／巻×2）
※11：ホワイトは対象外

品番 幅
7147

7149

外巻き
PDCブラックマーク
外巻き
BOCAブラックマーク

500バンド／箱
（250バンド／巻×2）

約25mm
（1インチ）

入数

ScanBand® Thermal Wristbands
スキャンバンド®熱転写プリンター用リストバンド
指定のオリジナルデザインプリントエリアに、文字やロゴ、日付、バーコードなど
載せたい情報を自由なレイアウトでプリントできます。

◆Scanband® Adhesive Closure Thermal Wristband
スキャンバンド®粘着シール式スナップ熱転写プリンター用リストバンド
スナップ部分が粘着シール式で、一度貼り合わせた後に剥がすと、剥がした跡が残るので改ざん防止
対策に便利です。

SCANBAND　STRIPED　1-1/8"　7144
スキャンバンド®　ストライプ　約25mm～約3mm（1～ 0.125インチ）　7144

SCANBAND　STRIPED　1"　7147
スキャンバンド®　ストライプ　約25mm （1インチ）　7147

SCANBAND　STRIPED　3/4"　7122NH
スキャンバンド®　ストライプ　約19mm（0.75インチ）　7122NH

SCANBAND　SOLID　1-1/8"　7244
スキャンバンド®　ソリッド　約25mm～約3mm（1～ 0.125インチ）　7244

SCANBAND　SOLID　1"　7247 
スキャンバンド®　ソリッド　約25mm （1インチ）　7247

TABLESS（NO　MESS）　7044T
タブレス　7044T

※写真はイメージです。

◆Custom Scanband® Thermal Wristband
スキャンバンド®熱転写プリンター用リストバンド　～オリジナルデザイン～
・最大3色使用可能。
・熱転写式プリンター用リストバンド
・ スナップ部分が粘着シール式で、一度貼り合わせた後に剥がすと、剥がした跡が残るので改ざん防
止対策に便利。
・最小オーダー数： 25,000バンド（50箱）
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【7144、7147、7244、7247　 バンド本体色】

下記から最大3色使用が可能

【7122NH　 バンド本体色】

【7044　バンド本体色】

アクア
35

グレープ
33

アクア
35

グレープ
33

グレー
26

デイグローグリーン
39

ゴールデンロッド
24

クランベリー
25

デイグローピンク
37

ホワイト
11

ホワイト
11

ホワイト
11

ブルー
13

イエロー
14

レッド
16

ブルー
13

イエロー
14

レッド
16

ブルー
13

イエロー
14

グリーン
15

レッド
16

オレンジ
17

オレンジ
17

オレンジ
17

ケリーグリーン
22

ピンク
12

アクア
35

グレープ
33

グレー
26

デイグローグリーン
39

ゴールデンロッド
24

クランベリー
25

デイグローピンク
37

ホワイト
11

ブルー
13

イエロー
14

レッド
16

オレンジ
17

ケリーグリーン
22

ピンク
12

品番 幅 入数
7144

7147

7244

7247

7122NH

TABLESS 7044T

約25mm～約3mm
（1～0.125インチ）
約25mm
 （1インチ）
約25mm～約3mm
（1～0.125インチ）
約25mm 
（1インチ）
約19mm
（0.75インチ）

500バンド／箱
（250バンド／巻×2）

400バンド／箱
（200バンド／巻×2）
500バンド／箱
（250バンド／巻×2）
1,000バンド／箱※

（500バンド／巻×2）
※11：ホワイトは対象外

品番 幅
7147

7149

外巻き
PDCブラックマーク
外巻き
BOCAブラックマーク

500バンド／箱
（250バンド／巻×2）

約25mm
（1インチ）

入数

【バンド本体色】

アクア
35

グレープ
33

グレー
26

デイグローグリーン
39

ゴールデンロッド
24

クランベリー
25

デイグローピンク
37

ホワイト
11

ブルー
13

イエロー
14

レッド
16

オレンジ
17

ケリーグリーン
22

ピンク
12

品番 幅
7123

7141

約19mm（0.75インチ）

約25mm（1インチ）

500バンド／箱
（250バンド／巻×2）

入数

【バンド本体色】

クランベリー
25

ラベンダー
23

ゴールドロッド
24

ホワイト
11

イエロー
14

レッド
16

オレンジ
17

ライトブルー
18

ケリーグリーン
22

ティール
67

ゴールド
51

パープル
43

ライム
75

アクア
35

デイグローピンク
37

ネイビーブルー
70

グレー
26

デイグローオレンジ
29

ブルー
13

オプション プリントカラー
・オリジナルデザイン
・1次元2次元バーコード
・バンド全体プリント可能
・シリアルナンバー
・可変データ

・ブラック

◆ScanBand® SecureSnap® Thermal Wristbands
　スキャンバンド® セキュアスナップ®　熱転写プリンター用リストバンド
・熱転写式プリンター用リストバンド
・ 絶縁性の高いプラスチック製で、1回だけしか留めることができない使い捨てタイプのスナップロック
「SecureSnap®」を採用。
・使い捨てタイプ。

SCANBAND　SECURSNAP®　3/4"　7123
スキャンバンド　ストライプ　約19mm（0.75インチ）　7123

SCANBAND　SECURSNAP®　1"　7141
スキャンバンド　ストライプ　約25mm（1インチ）　7141

◆TicketBand® TTX & Ticket Band ®Plus TXP
チケットバンド® TTX  & チケットバンド®プラス TXP
TicketBand®は、紛失や置き忘れ、不正コピーしたチケットなどのリスクを無くし、入場チケットの便
利さを提供するカスタム化できるバーコード付きリストバンドです。
・バンド幅：約25mm（1インチ）｜ 入数1,000バンド／箱 ｜ 最小オーダー数5,000バンド（5箱）
・QRコード他バーコードのプリント可能（ただしモノクロ）
・ TicketBand® TTX & Ticket Band ®Plus TXPは、リストバンドとタブに、同一のシリアルナンバー、
ロゴ、可変データ、座席番号等をプリントできます。切取可能タブは、チケット、くじや入場者確認の
ための半券として使用できます。
・耐久性に優れ、引裂き強度があるTyvek®合成紙を使用。

＜注＞ ※Tyvek®は、デュポン社の登録商標です。
 ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
 ※リストバンド本体の色は、このカタログに掲載のものと異なる場合があります。
 ※ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。

◆SureImage®　BarCode　Snap　Writsbands
　シュアイメージ®　バーコードスナップリストバンド
5ページ参照

◆Woven　BarCode　Writsbands
ミサンガ風バーコードリストバンド
次ページ参照
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品番 入り数
WOV-00-PDG

WOV-00-PDM

100バンド／箱
最小オーダー数：300バンド／デザイン
500バンド／箱
最小オーダー数：500バンド／デザイン

最大8色仕上げ
シリアルナンバーの
挿入可能（オプション）

オプション

品番 入り数

WOVB-00-PDM-SI 500バンド／箱
最小オーダー数：500バンド／デザイン

最大8色仕上げ
シリアルナンバーの
挿入可能（オプション）

オプション

Woven Wristbands

ミサンガ風リストバンド

◆Woven Wristband 約13mm（0.5インチ） WOV
ミサンガ風リストバンド　WOV
・ バンド幅：約13mm（0.5インチ）｜ デザインエリアサイズ：約343mm×約
13mm（13.5インチ×0.5インチ）
・ ストッパーは、一方向のみスライドしない、強度の高いプラスチック製。

◆Woven Bar Code Wristbands 1/2" WOVB
ミサンガ風バーコードリストバンド
・ ストッパーは、一方向のみスライドしない、強度の高いプラスチック製。
・バーコード用タグ付き

お客様のオリジナルデザインを限りなく忠実に編み仕上げていきます。コットン 
入りの素材を使っているので、柔らかい着け心地。肌になじみやすいリスト 
バンドです。また、手首のサイズ調整が一回きりのストッパーを使用しているため、
複数人への譲渡・転用ができません。
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クランベリー
25

デイグローグリーン
39

ブラック
20

ラベンダー
23

ホットピンク
27

61

グレー
26

ゴールド
51

アクア

フォレストグリーン カーキ

35

99

グレープ
33

ティール
67

ブルー
13

ホワイト
10

イエロー
14

レッド
16

オレンジ
17

ライトブルー
18

ケリーグリーン
22

ピンク
12

Silicone Wristbands

シリコンリストバンド

シリコンリストバンドは、有名シンガーの募金活動や世界的規模
のキャンペーン活動など、プロモーションができるスタイリッシュ
なアクセサリーとして世界中で使われているとてもポピュラーな
製品です。衝撃に強く、水、雨、汗をはじき、肌に優しい製品 
です。比較的幅広いリストサイズに対応します。
・バンド幅：約25mm（1インチ）｜ 100バンド／箱 ｜ 最小オーダー数：100バンド
・ サイズ：おとな用：約167mm×約6.0mm（7.75インチ×0.25インチ）、子ども用：約
172mm×約6.0mm（6.75インチ×0.25インチ）

＜注＞ ※Tyvek®は、デュポン社の登録商標です。
 ※リストバンド本体の色は、このカタログに掲載のものと異なる場合があります。
 ※ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。

Debossed
ディボス
最もポピュラーなシリコンバンド。
インクを使わずに、デザイン部分
を凹に加工しているので、単一色
のシンプルなリストバンドです。

Embossed
エンボス
インクを使わず、デザイン部分を
凸に加工しているので、単一色の
シンプルなリストバンドです。

Color Fill Debossed
カラーフィル ディボス
凹に加工したデザイン部分に、色
を加えたリストバンド。最大4色
選択可能。

Silkscreen Embossed
カラーエンボス
凸に加工したデザイン部分に、色
を加えたリストバンド。最大4色
選択可能。

Silkscreen
シルクスクリーン
凹凸加工をせずに、オリジナル
デザインをリストバンド自体にプ
リント。最大4色選択可能。

◆Stock Silicone Wristband Design
スローガン入りシリコンリストバンド
・バンド幅：約13mm（0.5インチ）、入：100バンド／箱、最小オーダー数：100バンド

Drug Free Awareness
ドラック撲滅スローガン 
「Drug Free」入りリストバンド

赤のシリコンバンドに、スローガン 
部分はホワイトで凹加工。

Breast Cancer Awareness
ピンクリボン運動（乳がん早期発
見啓発キャンペーン）スローガン 
「Hope, Strength, Courage」
（希望、力、勇気）入りリストバンド

ピンクのシリコンバンドに、スロー
ガン部分はホワイトで凹加工。
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RFID Wristbands

RFID（IC タグ）リストバンド

RFID（ICタグ）を使ったリストバンドです。SmartBand® RFID （ICタグ）リストバンド（特許取得済）は、Redefine 
the Guest Experience™（ゲストの顧客経験価値を変える）のとおり、お客様を満足させるに値する製品です。
RFIDのご使用につきましては、お客様の用途に合ったサービスを提案いたしますので、ぜひ当社までお問い合わせください。
用途例：スポーツ・レジャー施設やアミューズメント施設、エンターテイメントイベント等での入退場管理、キャッシュレス決済

RFID（ICタグ）リストバンドのほ
かに、カード、キーホルダー、スト
ラップ、バーコード読取り専用ハー
ドウェアも揃えております。

◆PDC Smart® Woven Wristbands
PDC Smart®ミサンガ風リストバンド
お客様のオリジナルデザインを限りなく忠実に編み仕上げていきます。コットン入りの
素材を使っているので、柔らかい着け心地。肌になじみやすいリストバンドです。また、
手首のサイズ調整が一回きりのストッパーを使用しているため、複数人への譲渡・転用
ができません。

◆PDC Smart® Rewearable Wristband
PDC Smart® リウェアラブルリストバンド
柔軟で耐水性に優れたシリコン製のリストバンドは、着け心地が良く長期間ご使用いた
だけます。スポーツ・レジャー施設等のシーズンパスやメンバーシップパス、その他証明
書の代替品として最適。
ワイドストラップと山型ストラップスタイルの
2種類。

Industry Proven Applications：用途例

Social Media Integration
ソーシャルメディアインテグレーション

Promotional, Customer Loyality & VIP Programs
プロモーション、顧客ロイヤリティ、
VIPプログラム

Keyless Entry
キーレスエントリー

Cashless Payments
キャッシュレス

Photo Management Systems
フォトマネージメントシステム

Electric Access Control
入退場管理

 

◆PDC Smart® SuperBand® Wristbands
PDC Smart® スーパーバンド®リストバンド
水に強く、破れにくいポリプロピレン製のリストバンドで、留め具には、強度のある 
プラスチック製スナップ「SecurSnap®」（特許 
取得済み）を使用。オリジナルのデザインと 
バンドの形にできるので、セキュリティ性と
ブランドイメージを高める効果が大いに 
期待できます。
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1 Stop Party Crashers & Protect Your Revenue 
不正入場を防ぎ、セキュリティ性を高めます
転用チケットや偽造チケットでの入場は、御社にとって大きな損失であることは言うまで
もありません。リストバンドにオリジナルのデザインをプリントすることで、イベント内容
やゲストタイプ（VIP、出演者、一般等）の特定ができるので、セキュリティ面で安心です。

2 Help Prevent Counterfeits  
偽造防止に！
オリジナルデザインを取り入れることは、セキュリティスタッフが
偽物を見分ける方法のひとつです。また、オプションを追加する
ことで、リストバンド自体やチケットプログラムの安全性を高め
ます。オプションの種類は、フルカラーや箔押し、シリアルナン
バーやUVインクプリントなどがあります。詳しくは、各製品ご
とのページをご覧ください。

10 It`s Only A Few Cents More Per Wristband
少しの追加料金で幅広い効果
オリジナルデザインプリントは、少しだけ料金の追加が必要ですが、これまでに挙げた効果が十分期待できます。
一度作ったデザインの再オーダーは、リストバンド本体のみの価格となります。（ただし、デザインデータの保存
期間等の制限があります。）

9 Custom Bar Coding & Variable Data for Tracking & Cashless POS
トラッキングやキャッシュレスシステムのためにバーコード&可変データの活用
バーコードや可変データのあるリストバンドは、スピーディにデータ管理ができ、譲渡不可チケット 
としてお使いいただけます。
当社は、効率的なオペレーション、データトラッキング、分析のためのデータシステムとリンク 
したバーコードオプションを提供いたします。詳しくは当社までお問い合わせください。

7 Raise Awareness for Social Causes　
社会的認知度の向上
御社の特別なメッセージ、例えば信念、理想、ビジョン、スローガンをリストバンドにプリントして、
思いを共有するのに役立ちます。

8 Celebrate Special Occasions　
特別な“日”を忘れられない“時”に
人生で忘れられない特別な日をお祝いするためにも役に立ちます。

5

6 Track Inventory& Admissions　
入場者数のトラッキングに
シリアルナンバーやバーコードは、入場者数などのトラッキングに便利の他、
特別なプロモーションやクジなど、使い道は広がります。

Promote Special Offers 
スペシャルプロモーション
御社のWebサイト、フェイスブック、ツイッターなどのSNSに誘導するQRコードや、「リスト
バンドご提示で商品20%OFF！」とか「商品○○○をご購入でドリンクサービス！」といった
メッセージをプリントすることで、プロモーション活動の幅が広がります。

3 Boost Your Brand & Build Customer Loyalty
ブランドイメージをアップし、顧客ロイヤリティを維持します
リストバンドは、お客様ひとりひとりにメッセージを伝えることが出来ます。思い出や自慢の品として
このリストバンドを取っておくお客様もいらっしゃいます。そして、リストバンドにプリントされたロゴ
やデザインをWebサイト、フェイスブック、ツイッター等にアップするお客様もいるでしょう。まさに、
お客様との信頼関係のもと、御社のブランドイメージが高められる瞬間です！

4 Generate Revenue 
収益を増やす手段のひとつです
リストバンドに御社のスポンサーのロゴやデザインをプリントして、 
ロイヤリティを得るチャンスを作れます。

＜注＞ ※QRコードは、株式会社デンソーウエーブの登録商標です。
 ※リストバンド本体の色は、このカタログに掲載のものと異なる場合があります。
 ※ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。
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Custom Artwork & Serial Numbering

オリジナルデザインプリント＆シリアルナンバリング

フォーマット 拡張子 備考

EPS .eps Illustrator encapsulated post script
フォント等は必ずアウトライン化してください。

AI .ai Adobe Illustrator
フォント等は必ずアウトライン化してください。

TIFF .tif Tagged Image file format
解像度 300～ 600 dpi 以上

JPG .jpg Joint Photo Expert Group
解像度 300～ 600 dpi 以上

◆フルカラープリント（CMYK、4色）
＜対象製品＞
・SureImage® SecurSnap® Wristbands（4ページ）
・SureImage® Adhesive® Wristbands（5ページ）
・SureImage® Barcode Snap（5ページ）

最低でも解像度300 ～ 600dpiでCMYKフォーマットのデータをご用意ください。
・ファイル形式：EPS または AI
　（高解像度（300-600dpi） PSD, TIFF, JPEGでも可）
・フォント等は必ずアウトライン化してください。
・リストバンド本体の色は、実物とデータ上の色と異なる場合があります。

◆単色プリント
＜対象製品＞
・Tyvek®リストバンド（12ページ～19ページ）
・Superband® Plastic Wristband （6ページ～7ページ）
・Vinyl & Wrist-Rider® Wistband（8ページ～ 9ページ）
・Holographic Wristbands（11ページ）
・Silicone Wristbands（23ページ）

No tone or screens （gray area）
色の階調やスクリーン（網目）不可（左図のグレー
部分）

Art with broken lines
破線、細い線、にじみ、ファックスで送付された
画像は不可

Artwork needs to be line art
実線のみ対応

・Webサイトからダウンロードしたデータは使用できません。
Webページからダウンロードしたデータは解像度が低く粗いので、低品質の印刷となる恐れがあります。

・適切なフォーマットのデータを入稿してください。
適切なフォーマットで入稿されない場合や追加のデザイン編集が必要な場合、追加デザイン料を頂く場合があります。

・データの保管
初回ご注文時のデータは、最長2年間当社にて保管いたします。期間内でしたら、ご注文の都度、データを入稿する手間が省けます。

＜ご注意＞

▼対応可能ファイル形式
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◆シリアルナンバー
リストバンドにシリアルナンバーを入れると、在庫管理、入場トラッキング、セキュリティーの強化が素早くできます。
タイベック®リストバンドは、全製品にシリアルナンバーを入れることができます。下記以外のナンバリングやプリント箇所をご希望の際は、
お気軽にご相談ください。

1 2 3 4

ナンバリング5桁 ｜ プリント可能エリア4ヶ所
Product Styles： シリアルナンバーエリア：1のみ
  SureImage® SecurSnap® Narrow 460S （4ページ）
 シリアルナンバーエリア：1, 2, 3, 4
  SuperBand® Narrow 460P （7ページ）
  Glow In the Dark Vinyl 430G （8ページ）
  Vinyl Narrow 430P （9ページ）

1 2

3
ナンバリング6桁 ｜ プリント可能エリア3ヶ所
Product Styles： シリアルナンバーエリア：1のみ
  SureImage® SecurSnap® Medium 400S （4ページ）
 シリアルナンバーエリア：1, 2
  Vinyl　Medium VSP （8ページ）
  Vinyl　Wave VSW （8ページ）
  Glow In the Dark Vinyl VSG （8ページ）
  ClearImage® Medicum VCP （10ページ）
  ClearImage® Wave VCW （10ページ）
 シリアルナンバーエリア：1, 2, 3
  Holographic （11ページ）
  Wristbands （11ページ）
  SuperBand® Medium 400P （7ページ）

1 2

ナンバリング6桁 ｜ プリント可能エリア2ヶ所
Product Styles：シリアルナンバーエリア：1のみ
  SureImage® SecurSnap® 470S （4ページ）
 シリアルナンバーエリア：1, 2
  SuperBand® Wide 470P （7ページ）
  Vinyl　Wide 420P （9ページ）

1 2

ナンバリング6桁 ｜ プリント可能エリア2ヶ所
Product Styles：シリアルナンバーエリア：1のみ
  SureImage® SecurSnap® Big 450S （4ページ）
 シリアルナンバーエリア：1, 2
  SuperBand® Big 450P （7ページ）

＜注＞ ※Tyvek®は、デュポン社の登録商標です。
 ※リストバンド本体の色は、このカタログに掲載のものと異なる場合があります。
 ※ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。
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