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会社概要

人をつなぐ
価値をつくる

お客様と消費者をつなぐ、価値のある商品をお届けします

エソールは
企業様のセールスプロモーションのためのノベルティグッズを

企画・制作・販売している総合商社です。

株式会社エソール
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1989年8月
1,200万円
セールスプロモーション全般　プレミアム・企画・製造販売　化粧品、医薬部外品の梱包・表示・保管
オリジナル商品カタログ（NEW）年2回発刊　グランスイーツ＆フード 年2回発刊　セレクトチョイス 年1回発刊
化粧品　飲料　食品　情報・通信　アパレル　宝飾　家電　自動車　金融・保険　不動産・住宅設備　
エネルギー・素材・機械　薬品・医療用品　精密機器　 家庭用品　スポーツ　印刷　広告・出版　
流通・小売業　インフラ・交通　レジャー　外食・各種サービス　官公庁・団体　教育・医療サービス　その他
りそな銀行 京都支店　みずほ銀行 京都支店　京都銀行 西京極支店
代表取締役　市村 徹
株式会社京都大和　株式会社エスディーワン

本社

東京支店

アジアオフィス

会社設立
資本金
事業種目 
定期刊行物
主要取引業種

取引金融機関
代表者
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株式会社エソール　代表取締役

市村 徹

創業以来、 「三方よし」 の精神で、常に世の中に必要とされる企業へ。
エソールは、1975年に「三方よし」の精神で粗品用「袋物」の製造・販売業として創業しました。
以来、約50年にわたり、「常に世の中に必要とされる企業であり続けること」を企業理念とし、エソールならではの
「ものづくり×創造力」を活かして「人をつなぐ価値をつくる」セールスプロモーション事業を展開してきました。

「安定品質・安定供給」 と 「提案力・機動力」で、ベストパートナーに。
現在、国内外約500社の協力工場やメーカー様と連携し、独自の物流システムで「安定品質・安定供給」を確立。培って
きた「提案力」と「機動力」を強みに、お客様おひとりおひとりに真摯に向き合い、寄り添ってご要望にお応えしています。

おかげさまで、様々なジャンルのお客様から販売促進やイベントの集客、新たなビジネス展開時のパートナーとして、ご用
命をいただくまでになりました。これからも、お客様のベストパートナーとしてお役に立てるよう一層努めてまいります。

持続可能な社会へ。明るい未来を切り拓く。
私たちエソールは、社会・生活・産業構造が大きく変わり、価値観のさらなる多様化が進む中においても、エシカルな「三
方よし」の精神で地域や社会に貢献し、持続可能な社会へ向けて取り組むことが使命だと考えています。

そして、誰もが平和で幸せに暮らせる明るい未来を切り拓いていくため、全社一体となり、挑戦と進化を続けてまいります。

「ものづくり×創造力」で、
人をつなぐ価値を
つくり続けていきます。

代表メッセージ

事業領域・組織体制



会社沿革

1989年　8月／

1995年  10月／

1996年　 5月／

2002年 　7月／

2005年 　7月／

2007年　 5月／

2008年　 3月／

8月／

10月／

2009年  11月／

11月／

2010年　 2月／

2011年  10月／

11月／

2012年　 7月／

11月／

2014年　 7月／

2014年　 7月／
 

2015年　 3月／

2016年　 1月／

4月／

2017年　 4月／

2018年　 1月／

1月／

2019年　 4月／

2020年　 1月／

2021年　 1月／

資本金1,200万円にて設立
オリジナルカタログNEW創刊

京都市西京区桂徳大寺北町79番地に営業本部を移転

 東京営業所を開設

 滋賀県草津市に物流センターを開設

京都府長岡京市に物流センターを移設

 韓国女優 イ・ヨンエとの肖像権契約

 東京営業所に企画部設置

 インターネットカタログ「販促ブック」開設

 女優 黒谷友香とのカタログイメージキャラクター契約

 東京営業所移転に伴い銀座支店へ改称

生産・品質管理業務の充実を図るため、中国蘇州事務所（現 アジアオフィス）開設

 選べるカラーバリエーション商品＜セルトナ＞商標登録

 京都市伏見区に物流センターを移設

 自社企画商品の開発体制の充実を図るため、本社企画室増設

 「在庫状況検索サイト」開設

 相沢紗世とのカタログイメージキャラクター契約

 NEW 100号　発刊

和楽紅屋オーナー辻口博啓シェフ等、有名パティシエとコラボレートしたワンランク上の
スイーツプチギフトカタログ「GRAN SWEETS　グランスイーツ」創刊

京都府舞鶴市に物流センターを移転、開設

 「京都 くろちく」とコラボレートした商品の販売を開始

銀座支店を東京支店に名称変更

 桝谷周一郎シェフ監修のキッチングッズシリーズの商品販売を開始

 グルメノベルティ専用カタログ「グランスイーツ＆フード」創刊

テキスタイルブランドPlune.とコラボレートした、Plune.シリーズの商品販売を開始

 「セレクトチョイス」創刊

 小島弘章監修の収納グッズシリーズの商品販売を開始

本社事務所移転



機能やファッション性にこだわった、当社オリジナル企画のブランドを展開しています。

人気雑貨ブランドとのコラボレートにより、豊かなライフスタイルを演出するアイテムを販売しています。

使いやすく機能的なアイテムを揃えた
コスメアイテムシリーズ。

整理整頓のプロが監修した魔法の収納グッズで
毎日の暮らしを応援します。

日本の中でも、新旧が調和した独特の技や美学を持つ
京都の魅力を発信し続ける「くろちく」。

京都の和雑貨

プライベートブランド

コラボレートブランド

全商品名入れ可能。
豊富なカラーとモダンなデザインが魅力です。

お客様が求めるニーズを見つめてたどり着いた
ワンランク上の品質のプレミナシリーズ。

SDGs・エコグッズ
SDGsへの取り組みにもつながる、

エコ・サスティナブルな暮らしにマッチしたアイテム。



オリジナルデザインの印刷が可能な商品を豊富に揃えています。
1色からインクジェットフルカラーまで、社名やロゴマークなどの名入れはもちろん、
オリジナルデザインの印刷も可能。 より効果的なデザイン提案・制作も行います。

お客様が自社ブランドとして販売するため、ダイレクトに企業価値・
収益アップにつながる「OEM」や、お客様オリジナルのノベルティ製作もお任せください。

納品までのスケジュール

ご注文から納品までの流れ

お問い合わせ

名入れ・デザイン印刷加工

OEM・オリジナルノベルティ製作

納 　　　　品

ご相談・ご質問でも結構です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

縫製物で校了後約50日～、成型物で校了後
約60日～で納品となります。

01 02 03 04 05 06
ご注文
お客様
ロゴ手配

名入れ
イメージ
作成

お客様
校正確認 入稿 印刷 納品

◆お客様からいただいたデータを弊社で名入れイメージ作成し、ご確認後入稿致します。
　※商品によって印刷位置が多少ずれることがございます。 ※現物サンプルの確認は別途料金と納期がかかります。詳しくはお問い合わせください。
◆名入れのご注文は100個より承ります。
◆納品は校正確認後、約2週間かかります。
　※数量と時期により異なる場合がございます。 ※数量が100個未満の場合は、印刷代が一式としてかかります。詳しくはお問い合わせください。

01

ご　  発　 注
商品・納期スケジュール・費用等に
ご満足頂けましたらご発注ください。

04

打ち合 わ せ
イベント・キャンペーンの目的や
お客様のご要望をお聞かせ下さい。

02

製  造 ・ 検  品
実績と経験を生かした、生産体制で
受注から検品まで万全を尽くします。

05

ご　  提　 案
貴社の目的やご予算に合わせたベスト
アイテムをご提案させていただきます。

03

06



最新商品情報満載のノベルティカタログをはじめ、充実のWebサービス（画像ダウンロード・在庫検索）
DM・チラシなどの提案を通して、お客様のセールスプロモーションをお手伝いいたします。

最適化されたデザインで
PCと同様のすべての
サービスがご利用
いただけます。

は

条件による検索が可能
商品検索 在庫確認

在庫数の閲覧＆検索

商品画像
ダウンロード

低/高解像度画像をご用意

名入れ用テンプレート
ダウンロード

名入れデザインにご活用

見積り作成
商品発注システム

かんたん見積りとご注文機能

デジタルカタログ
機能充実のWEBカタログ

NAM
E

会員
限定

会員
限定

会員
限定

特価商品案内
在庫限りの期間限定販売

企画書ダウンロード

エクセル＆パワーポイント

アクセスランキング

人気商品トップ10ご紹介

24時間お電話不要Webサポート

スマホ・タブレット
端末対応

スマホの方は
二次元コードから
スマホの方は
二次元コードから

様々な機能を持ったデジタルツールとして
貴社の販売促進のお役に立ちます。

御見積書の作成とご注文在庫確認

DMハガキ検索
販促に役立つDMが見つかる

会員
限定

会員
限定

会員
限定

販促ブック

ノベルティカタログ・Webサービス

総合カタログ〈NEW〉 年2回定期発刊

エソール 販促ブック 検索アクセスは https://www.hansokubook.jp/essor/

グルメノベルティ専用カタログ
〈グランスイーツ＆フード〉 

年2回定期発刊

カタログでえらぶ・カタログをえらべる
〈セレクトチョイス〉

年1回定期発刊


