
No.3／2014 年 6月 20日／ドン・ボスコ生誕 200周年実行委員会発行 

サレジオ家族の皆さん 

 ドン・ボスコ生誕 200 周年祝賀スタートの 8 月 16 日まであと 2 か月。今回は、ドン・ボスコがもっ

と身近になる 200周年記念グッズおよびイタリア直輸入グッズのカタログ（第 1弾）をご案内します。 

この記念の時を知らせ、祝うツールとして、大いにご活用ください。売上は、これから行われる様々

な記念イベントの運営に役立てられます。皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。 

 
★2014 年 7 月 10 日までにご注文ください。（商品の準備が出来しだい発送します） 

※表示価格は本体価格。別途消費税、送料がかかります。 

注文書    ※この特価は、下記 FAX注文書でドン・ボスコ社宛にご注文の場合のみ有効です。 

品番 品名 定価（税別） 特価（税別） 注文数 

 ●ドン・ボスコ生誕 200 周年記念グッズ    

１-１ DB200 告知ポスター（A３サイズ） － 無料  

１-２ DB200 告知ポスター（B２サイズ） － 無料  

２ DB200 ロゴステッカー ¥20 100 枚以上で＠¥10  

３ 祈りカード 42 聖ヨハネ・ボスコへの祈り（改訂版） ¥30 100 枚以上で＠¥10  

４ DB 紹介パネル（B２サイズ３枚１組） 生涯編 ¥500 ¥500  

５ Don Bosco Japan 旗（90×135cm 5 号帆布） ¥5,000 ¥5,000  

６ DB200 クリアファイル（A４サイズ） ¥150 10 枚セットで¥1,000 セット 

７ DB の言葉付きボールペン（巻物式） ¥200 10 本セットで¥1,500 セット 

８ DB200 シールセット（16.5×12cm） ¥150 10 枚セットで¥1,000 セット 

９ DB200 うちわ（36.8×26cm） ¥80 10 本セットで¥500 セット 

 ●ドン・ボスコ関連イタリア直輸入グッズ    

１０ メダイDB（丸型／金・紺色）         70810655 \200 

⑩～⑳取混ぜ可 

１個以上 ２０％OFF 

100 個以上 ３０％OFF 

 

１１ メダイ DB（ハート型／金・紺色）      70810650 \200  

１２ メダイ DB（カギ型／金色）          70810657 \200  

１３ メダイ DB＋マリア（楕円型／銀色・赤色）  70810661 \200  

１４ メダイ DB＋マリア（楕円型／銀色・青色）  70810782 \200  

１５ メダイ DB＋マリア（楕円型／金色・カラー） 70810658 \100  

１６ メダイDB＋マリア（楕円型／グレー色）  70810660 \100  

１７ メダイ DB＋マリア（丸型／銀色・金色）  70810651 \200  

１８ メダイ DB＋マリア（丸型／金色）      70810771 \160  

１９ メダイ付きパウチカード（DB＋マリア）   70810970 \100  

２０ 丸型ステッカー（DB）             75000031 \145  

 

団体名   担当者 
 

住所 
〒 

電話 
（     ） 

      － 

ドン・ボスコ社  〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-9-7  FAX 03-3351-5430 



DB200告知ポスターA3/B2
無料
仕様：A3 H420×W297mm
B2 H728×W515mm

DB200ロゴステッカー
定価20円＋税
100枚以上で特価 @10円＋税
仕様：H75×W62mm

祈りカード　聖ヨハネ・ボスコへの祈り（改訂版）
定価@30円＋税
100枚以上で特価 @10円＋税
仕様：H110×W70mm

DB紹介パネルB2（生涯編）
3枚1組 @500円＋税
仕様：H728×W515mm

DB200うちわ
定価80円＋税
10本セットで特価500円＋税
仕様：両面カラー（持ち手は白）
H368×W260mm

おもてうら

Don Bosco Japan旗（受注生産）
1枚 @5,000円＋税（予定価格）
仕様：5号帆布
H900×W1350mm
※合計50枚以上の注文が集まった
　場合のみ制作します。

DB200クリアファイルA4
定価@150円＋税
10枚セットで特価1,000円＋税
仕様：H297×W210mm

DBの言葉付きボールペン
定価200円＋税
10本セットで特価1,500円＋税
仕様：長さ123mm 幅13mm

DB200シールセット
定価 @150円＋税
10枚セットで特価1,000円＋税
仕様：H165×W120mm

ドン・ボスコ生誕200周年記念グッズカタログ［第1弾］
<サレジオ家族限定 特価セール>

★7月１０日までにご注文ください。(8月上旬完成予定)
※この特価は、別紙FAX注文書でドン・ボスコ社宛にご注文の場合のみ有効です。
※制作中のため、デザイン等変更する場合があります。
※表示価格は本体価格。別途消費税、送料がかかります。
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※軸の部分から、巻物のように引き出せます。
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丸型／金・紺色
定価200円＋税
サイズ：直径18mm
【70810655】

ハート型／金・紺色
定価200円＋税
サイズ：Ｈ２０×W18mm
【70810650】

カギ型／金色
定価200円＋税
サイズ：H29×W13mm
【70810657】

楕円型／
銀・赤色
定価200円＋税
サイズ：H21×W16mm
【70810661】

楕円型／
銀・青色
定価200円＋税
サイズ：H22×W16mm
【70810782】

楕円型／金色・カラー
定価100円＋税
サイズ：H10×W8mm
【70810658】

楕円型／グレー色
定価100円＋税
サイズ：H18×W13mm
【70810660】

メダイ：楕円型／銀色（メダイはみ心のイエス・扶助者聖マリア）
定価100円＋税
サイズ：カード／H52×W85mm　メダイ／H21×W16mm
【70810970】

ドン・ボスコ関連イタリア直輸入グッズカタログ［第1弾］
<サレジオ家族限定 特価セール>

【メダイ】
ドン・ボスコ

両面／ドン・ボスコ・扶助者聖マリア

丸型／銀・金色
定価200円＋税
サイズ：直径25mm
【70810651】

丸型／金色
定価160円＋税
サイズ：直径18mm
【70810771】

※この特価は、別紙FAX注文書でドン・ボスコ社宛にご注文の場合のみ有効です。
※6月時点で300個以上在庫がある商品の一覧です。お早めにご注文ください。今後も商品を入荷しましたらお知らせします。
※表示価格は本体価格。別途消費税、送料がかかります。

★7月１０日までにご注文ください。

10

13

16

19 ドン・ボスコ／丸型
定価145円＋税
サイズ：直径40mm
【75000031】
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　 ～ 　取り混ぜ可、1個以上20%OFF、100個以上30%OFF  ※この割引率は1回のご注文ごとに適用されます。10 20
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【メダイ付きパウチカード】
【丸型ステッカー】
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