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捺すと同時にシャッターが開く、朱肉のいらないキャップレスネーム印です。
どんなシーンでも、スピーディーに捺印できます。

	 シーナイン

クイックC9 既  別  顔料系     印面サイズ：9.5mm丸
補充インク ▶ P.71〈各JANコードの頭7ケタは共通4962422-＿＿＿末6ケタを表記〉

姓タイプ 

記帳印タイプ 

別製品 

既製品

既製品

別製品

対応インク色 朱

対応インク色 朱

種類 品番 JANコード

ミント QCK-M001 -049974
ラベンダー QCK-R001 -049981

種類 品番 JANコード

ピンク QCK-P001 -049516
オレンジ QCK-D001 -049998

種類 品番 JANコード

ブラック QCK-001 -049509
ブルー QCK-B001 -049523

種類 品番 JANコード

ブラック QCT-010 -049646
ブルー QCT-B010 -056019
ピンク QCT-P010 -056118
オレンジ QCT-D010 -050536
ミント QCT-M010 -050543
ラベンダー QCT-R010 -050550

種類 品番 JANコード

ブラック QCT-015 -049691
ブルー QCT-B015 -056064
ピンク QCT-P015 -056163
オレンジ QCT-D015 -050680
ミント QCT-M015 -050697
ラベンダー QCT-R015 -050703

種類 品番 JANコード

ブラック QCT-011 -049653
ブルー QCT-B011 -056026
ピンク QCT-P011 -056125
オレンジ QCT-D011 -050567
ミント QCT-M011 -050574
ラベンダー QCT-R011 -050581

種類 品番 JANコード

ブラック QCT-016 -049707
ブルー QCT-B016 -056071
ピンク QCT-P016 -056170
オレンジ QCT-D016 -050710
ミント QCT-M016 -050727
ラベンダー QCT-R016 -050734

種類 品番 JANコード

ブラック QCT-012 -049660
ブルー QCT-B012 -056033
ピンク QCT-P012 -056132
オレンジ QCT-D012 -050698
ミント QCT-M012 -050604
ラベンダー QCT-R012 -050611

種類 品番 JANコード

ブラック QCT-017 -049714
ブルー QCT-B017 -056088
ピンク QCT-P017 -056187
オレンジ QCT-D017 -050741
ミント QCT-M017 -050758
ラベンダー QCT-R017 -050765

種類 品番 JANコード

ブラック QCT-013 -049677
ブルー QCT-B013 -056040
ピンク QCT-P013 -056149
オレンジ QCT-D013 -050628
ミント QCT-M013 -050635
ラベンダー QCT-R013 -050642

種類 品番 JANコード

ブラック QCT-018 -049721
ブルー QCT-B018 -056095
ピンク QCT-P018 -056194
オレンジ QCT-D018 -050772
ミント QCT-M018 -050789
ラベンダー QCT-R018 -050796

種類 品番 JANコード

ブラック QCT-014 -049684
ブルー QCT-B014 -056057
ピンク QCT-P014 -056156
オレンジ QCT-D014 -050659
ミント QCT-M014 -050666
ラベンダー QCT-R014 -050673

種類 品番 JANコード

ブラック QCT-019 -049738
ブルー QCT-B019 -056101
ピンク QCT-P019 -056200
オレンジ QCT-D019 -050802
ミント QCT-M019 -050819
ラベンダー QCT-R019 -050826

種類 品番 JANコード

ブラック QCB-001 -049561
ブルー QCB-B001 -049585
ピンク QCB-P001 -049578

種類 品番 JANコード

オレンジ QCB-D001 -050024
ミント QCB-M001 -050000
ラベンダー QCB-R001 -050017

1,250円＋消費税

1,250円＋消費税

●どのような姓でも漢字3文字までは、既製品価格です。　●既製品の書体は楷書体で、縦一列です。　●インクの色は朱色のみとなります。

●書体はすべて「楷書体」になります。　●下記10種類からお選びください。既製品価格です。　●インクの色は朱色のみとなります。

1文字（姓） 2文字（姓） 2文字（姓） 3文字（姓）

●姓名・名前・ロゴ・アルファベット・数字は別製品です。 ●楷書体以外の書体は全て別製品です。
●印影見本がある場合は、参考として押印してください。 ●ロゴや指定文字の場合は、必ず清刷りを添付してください。
●ロゴや指定文字、図案等は、別途処理費用が加算されます。　●最大文字数は6文字までです。

対応インク色 

赤 青 黒 朱 緑 紫
※インクの色をご指定ください。
※指定のない場合は朱色となります。
※1度含浸させると脱色できません。

クイックC9は、環境を配慮しつつ便利な機能がたくさんあります。
■キャップをなくす心配もなく、すばやく捺印できるシャッター式。
■使わない時は、シャッターが開かないようロックできます。
■上部にスタンプ面の内容がわかる見出しシール付。
■ストラップ（ひも）穴付で紛失防止に。
■ボディには環境にやさしい、再生樹脂を使用しています。
■環境を考えくりかえし使用できるインク補充型。 ひも等をつけて首から吊したり、

フックに掛けたり、用途は様々。

シャッターが開きます ボディカラーは6種類

ブラック ブルー ピンク

レジ印・配達印・受領印・チェック印・ 
回覧印等々、職場や家庭で活躍！
※写真に写っておりますストラップ等は商品にはついておりません。

エコマーク認定番号
第06112223号

製品サイズ：19mmφ×H68mm　15g
※印鑑証明には使用しないでください。

オレンジ ミント ラベンダー

縦4文字
丸ゴシック体

4文字
古印体

横書き青色
明朝体

4文字緑色
古印体

姓＋名小文字
楷書体

指定文字
ロゴマーク
丸枠なし

1,950円＋消費税

再生ABS、再生POM、再生PP
使用再生樹脂材

環境に配慮しています
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品名

製品ジャンルを
表示しています。

価格

製品情報マーク

JANコード
品番

印面サイズ

NEW

顔料系

染料系

マークの意味

サンビー・総合カタログ

：新製品のマーク。

：顔料系のインクを使用した製品であることを示すマーク。

：染料系のインクを使用した製品であることを示すマーク。

携帯電話よりQRコードでカンタンにホームページへアク
セスできます。


