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報道資料（プレスリリース） 会社名：株式会社タム 2021年 6 月 17日 

 

 

 

 

 

 

 

    

■商品名：ツケレルン壁付け型サイン例 

         

    

■画像の説明： 簡単組立てイメージ例 

 

沖縄県糸満市で看板・イベント・内装・ECサイトを経営している株式会社タム

（代表：伊藝博）と申します。当社 EC サイト「西崎ベース」ではオリジナル

構造・デザインの商品を販売しており、 

この度は、個人一般客、個人店舗、卸売大型・小型店舗の方を対象に『ツケレ

ルン壁付け型サイン』を販売しております。 

キャッチコピー：誰でも簡単組立・取り付け 

商品名：ツケレルン壁付け型サイン 

説明文：プラモデルのように、誰でも簡単・組立てが出来る突き出し看板 
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この商品（サービス）の特徴は誰でも簡単に組立・設置が出来、輸送コストを

最小限に抑え、端材を使用した SDGs の取り組みを考えた商品になります。 

 

・全て他には無い、弊社オリジナルデザイン・構造に拘った商品です。 

・新型コロナ飛沫対策パーテーションの制作で出る、端材アクリルの有効活用

を中心に商品開発しております。 

・本土への輸送コストを最小限に抑える為、ネコポス便等で角 2 封筒で送れる

サイズで商品開発しております。 

 

つきましては、ぜひ、貴番組・貴紙にて取材の程、宜しくお願いします。 

 

１.【顧客ターゲット】 「ショップ、飲食店、卸売業者など」 

詳細⇒ 案内表示サインを付けたいけれど、業者を頼む程の予算が無い方や 

ありきたりのデザインでは無く、オリジナリティがある商品を探されている方 

2．【コンセプト】 「誰でも簡単組立・取付」×「輸送コストを最

小限に」×「端材リサイクル推進」 

詳細⇒ プラモデルの用に誰でも簡単に組立が出来、取付も強力両面テープと

落下防止用の釘で簡単固定が出来ます。ネコポス便などで送れる、本土マーケ

ットを考慮した商品サイズにしております。飛沫対策パーテーションの制作で

出る端材を有効活用した商品開発をしております。 

3.【強み】（WONDER） 「他には無いオリジナルデザイン」    

詳細⇒ 看板業で培った技術・アイディアを生かした。全てがオリジ

ナルデザイン・構造の拘った商品です。 

4.【リリースのポイント３つ】 

①他には無いデザインと構造、設置の仕方 

②県内・県外をターゲットとした輸送コスト最小限に抑えた商品 

③ＳＤＧｓの取り組みにもなる、端材アクリルのリサイクル中心の商品 
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比較基準 旧商品 新商品 

 

某有名メーカー 

突き出しサイン 

ツケレルン 

壁付け型サイン 

① 職人以外の設置 × ○ 

② デザインのオリジナル

性 
ありきたり 全てオリジナル 

④輸送コスト 有 最小 

⑤価格  13,200 3,800 

 

５.【この商品・サービスをはじめた理由】または【目標＆夢】 

2020 年新型コロナが発生し、弊社では主力事業の一つイベント会場設営など

の仕事が無くなり、影響を受けました。しかし 2020年 4月お客様から飛沫対

策パーテーションの制作依頼を受注。看板ではないが、看板の技術や道具や機

器を使って制作できるものでした。 

それをきっかけに、社内でコロナ禍・コロナ後の不況を見据え、今迄がＢtoＢ

のお客様がメインだった事業をＢtoＣのお客様を掴む商品（弊社工場制作→発

送→お客様組立・設置の仕組みの商品）を今迄に培った技術・アイディアで、

この商品を開発し、オリジナルＥＣサイトでの販売を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜以下、参考資料＞ 
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■代表者の経歴 

 

・昭和 59年 4月 東京デザイナー学院  

・昭和 61年 4月 株式会社 KA 

・昭和 62年 4月 株式会社クレーン 

・平成 4年 12月 有限会社オフィスタム 

・平成 17年 1月 株式会社タム、代表取締役就任 

 

■その他 （特許・表彰など） 

・ 

・ 

■商品概要  

商品名  ツケレルン壁付け型サイン  

特徴  
誰でも簡単組立・取付、輸送コストを最小限に、  

端材リサイクルを最小限に  

発売日       令和３年 4 月  

販売先  個人業者、卸売業者  

販売価格  ￥3,800（税込）～￥8,950（税込）  
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＜資料に関してのお問合せ先＞ 

株式会社タム  

販促・デザイン担当：眞玉橋 

電話：098-852-3120（携帯 080-8551-9992） 

ＦＡＸ：098-9945234 

Ｅ―Ｍａｉｌ：madanbashi@tam-sign.jp 

HP アドレス：https://www.tam-sign.jp/            

住所 〒901-0306 沖縄県糸満市西崎町 5-12-22      
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報道資料（プレスリリース） 会社名：株式会社タム 2021 年 6 月 17 日 

 
 
 
 
 
 

 

    

■商品名：ツケレルンダウンライトサイン例 

         

   

■画像の説明： ダウンライトサイン組立例 

 

沖縄県糸満市で看板・イベント・内装・EC サイトを経営している株式会社タム

（代表：伊藝博）と申します。当社 EC サイト「西崎ベース」ではオリジナル

構造・デザインの商品を販売しており、 

この度は、個人一般客、個人店舗、卸売大型・小型店舗の方を対象に『ツケレ

ルンダウンライトサイン（屋内用）』を販売しております。 

キャッチコピー：誰でも簡単組立・取り付け セルフサイン 

商品名：ツケレルン ダウンライトサイン（屋内・LED 用） 
説明文：誰でも簡単組立・ダウンライトにマグネット脱着で天吊りサイン付けられます。 
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この商品（サービス）の特徴は、誘導サインがダウンライトの外枠に誰でも簡

単に組立・マグネット脱着で付けることが出来、輸送コストを最小限に抑え、

端材を使用した SDGs の取り組みを考えた商品になります。 

 

・全て他には無い、弊社オリジナル商品、デザイン・設計に 拘
こだわ

った商品です。 

・新型コロナ飛沫対策パーテーションの制作で出る、端材アクリルの有効活用

を中心に商品開発しております。 

・本土への輸送コストを最小限に抑える為、ネコポス便等の角 2 封筒で送れる

サイズで商品開発しております。 

・特許出願中です。 

 

つきましては、ぜひ、貴番組・貴紙にて取材の程、宜しくお願いします。 

 

１.【顧客ターゲット】  

「スーパー、卸売業者、オフィス、役所、ショップ、飲食店」 

詳細⇒ 案内表示サインを付けたいけれど、業者を頼む程の予算が無い方や 

ありきたりのデザインでは無く、オリジナリティがある商品を探されている方 

2．【コンセプト】 「誰でも簡単組立・マグネット脱着」×「輸送

コストを最小限に」×「端材リサイクル推進」 

詳細⇒ プラモデルの用に誰でも簡単に組立が出来、取付もダウンライトの府

枠に強力マグネットでワンタッチ脱着が出来ます。※落下防止用のビス付属。

ネコポス便などで送れる、本土マーケットを考慮した商品サイズにしておりま

す。飛沫対策パーテーションの制作で出る端材を有効活用した商品開発をして

おります。 

3.【強み】（WONDER） 「他には無いオリジナルデザイン」    

詳細⇒ 看板業で培った技術・アイディアを生かした。オリジナル構

造・デザインの拘った商品です。 
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4.【リリースのポイント３つ】 

①他には無い商品、デザイン設計、考え、設置の仕方 

②県内・県外をターゲットとした輸送コスト最小限に抑えた商品 

③ＳＤＧｓの取り組みにもなる、端材アクリルのリサイクル中心の商品 

 

比較基準 旧商品 新商品 

 

某有名メーカー 

天吊りサイン 

ツケレルン 

ダウンライトサイン 

① 職人以外の設置 × ○ 

② デザインのオリジナル

性 
ありきたり 全てオリジナル 

③ 輸送コスト 有 最小 

⑤価格  21,600 10,800 

※オリジナル商品の為、同仕様は有りませんが、近い商品を参考としてます。 

※某メーカー商品の場合現場施工費が別途掛かります。 

 

５.【この商品・サービスをはじめた理由】または【目標＆夢】300 文字程度 

2020 年新型コロナが発生し、弊社では主力事業の一つイベント会場設営など

の仕事が無くなり、影響を受けました。しかし 2020 年 4 月お客様から飛沫対

策パーテーションの制作依頼を受注。看板ではないが、看板の技術や道具や機

器を使って制作できるものでした。 

それをきっかけに、社内でコロナ禍・コロナ後の不況を見据え、今迄がＢtoＢ

のお客様がメインだった事業をＢtoＣのお客様を掴む商品（弊社工場制作→発

送→お客様組立・設置の仕組みの商品）を今迄に培った技術・アイディアで、

この商品を開発し、オリジナルＥＣサイトでの販売を開始しました。 
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＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者の経歴 

 

・昭和 59 年 4 月 東京デザイナー学院  

・昭和 61 年 4 月 株式会社 KA 

・昭和 62 年 4 月 株式会社クレーン 

・平成 4 年 12 月 有限会社オフィスタム 

・平成 17 年 1 月 株式会社タム、代表取締役就任 

 

■その他 （特許・表彰など） 

・ツケレルンダウンライトサイン（特許出願中） 

・ 

■商品概要 

商品名 ツケレルンダウンライトサイン 

特徴 
誰でも簡単組立・取付、輸送コストを最小限に、 

端材リサイクル推進 

発売日      令和３年 4 月 

販売先 個人業者、卸売業者 

販売価格 ￥10,800（税込）～ 
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＜資料に関してのお問合せ先＞ 

株式会社タム  

販促・デザイン担当：眞玉橋 

電話：098-852-3120（携帯 080-8551-9992） 

ＦＡＸ：098-9945234 

Ｅ―Ｍａｉｌ：madanbashi@tam-sign.jp 

HP アドレス：https://www.tam-sign.jp/            

住所 〒901-0306 沖縄県糸満市西崎町 5-12-22      
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報道資料（プレスリリース） 会社名：株式会社タム 2021 年 6 月 17 日 

 
 
 
 
 
 

 

    

■商品名：ツケレルンダウンライトサインフリー（左）、蛍光灯サインフリー（右）例 

   

■画像の説明： ツケレルンダウンライトサインフリー（左）、蛍光灯サインフリー（右）設置例 

 

沖縄県糸満市で看板・イベント・内装・EC サイトを経営している株式会社タム

（代表：伊藝博）と申します。当社 EC サイト「西崎ベース」ではオリジナル

構造・デザインの商品を販売しており、 

この度は、個人一般客、個人店舗、卸売大型・小型店舗の方を対象に『ツケレ

ルンダウンライトサインフリー・蛍光灯サインフリー』を販売しております。 

 

キャッチコピー：誰でも簡単組立・取り付け セルフサイン 

商品名：ツケレルン ダウンライト・蛍光灯サインフリー（屋内・LED 用） 

説明文：簡単に組立・マグネット脱着が出来、自分でオリジナルサインが出来る 
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この商品（サービス）の特徴は、誘導サインや案内表示サインがダウンライト

の外枠や蛍光灯の外フレームに誰でも簡単にマグネット脱着が出来、表示つい

ては購入者がプリントした用紙をパーツの設置パネルに挟んで表現します。輸

送コストを最小限に抑え、端材を使用した SDGs の取り組みを考えた商品にな

ります。 

 

・全て他には無い、弊社オリジナル商品、デザイン設計に 拘
こだわ

った商品です。 

・新型コロナ飛沫対策パーテーションの制作で出る、端材アクリルの有効活用

を中心に商品開発しております。 

・本土への輸送コストを最小限に抑える為、ネコポス便等の角 2 封筒で送れる

サイズで商品開発しております。 

・特許出願中です。 

 

つきましては、ぜひ、貴番組・貴紙にて取材の程、宜しくお願いします。 

 

１.【顧客ターゲット】  

「スーパー、大小卸売り業者、飲食店、役所など」 

詳細⇒ 案内表示サインを付けたいけれど、業者を頼む程の予算が無い方や 

表示面が頻繁に変わる方、オリジナリティがある商品を探されている方 

2．【コンセプト】 「誰でも簡単組立・マグネット脱着」×「輸送

コストを最小限に」×「端材リサイクル推進」 

詳細⇒ プラモデルの用に誰でも簡単に組立が出来、取付もダウンライトの枠

に強力マグネットでワンタッチ脱着が出来ます。表示はお客様がプリントした

用紙を設置パネルに挟んで表示します。※落下防止用のビス付属。ネコポス便

などで送れる、本土マーケットを考慮した商品サイズにしております。飛沫対

策パーテーションの制作で出る端材を有効活用した商品開発をしております。 

3.【強み】（WONDER） 「他には無いオリジナルデザイン」    

詳細⇒ 看板業で培った技術・アイディアを生かした。オリジナルデ
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ザイン設計の 拘
こだわ

った商品です。 

4.【リリースのポイント３つ】 

①他には無い商品、デザイン設計、考え、設置の仕方 

②県内・県外をターゲットとした輸送コスト最小限に抑えた商品 

③ＳＤＧｓの取り組みにもなる、端材アクリルのリサイクル中心の商品 

 

比較基準 旧商品 新商品 

 

某有名メーカー 

天吊りサイン 

ツケレルン 

ダウンライトサイン 

① 職人以外の設置 × ○ 

② デザインのオリジナル

性 
ありきたり 全てオリジナル 

③ 輸送コスト 有 最小 

④ 価格  27,500 10,500 

※オリジナル商品の為、同仕様は有りませんが、近い商品を参考としてます。 

※某メーカー商品の場合現場施工費が別途掛かります。 

 

５.【この商品・サービスをはじめた理由】または【目標＆夢】300 文字程度 

2020 年新型コロナが発生し、弊社では主力事業の一つイベント会場設営など

の仕事が無くなり、影響を受けました。しかし 2020 年 4 月お客様から飛沫対

策パーテーションの制作依頼を受注。看板ではないが、看板の技術や道具や機

器を使って制作できるものでした。 

それをきっかけに、社内でコロナ禍・コロナ後の不況を見据え、今迄がＢtoＢ

のお客様がメインだった事業をＢtoＣのお客様を掴む商品（弊社工場制作→発

送→お客様組立・設置の仕組みの商品）を今迄に培った技術・アイディアで、

この商品を開発し、オリジナルＥＣサイトでの販売を開始しました。 
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＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者の経歴 

 

・昭和 59 年 4 月 東京デザイナー学院  

・昭和 61 年 4 月 株式会社 KA 

・昭和 62 年 4 月 株式会社クレーン 

・平成 4 年 12 月 有限会社オフィスタム 

・平成 17 年 1 月 株式会社タム、代表取締役就任 

 

■その他 （特許・表彰など） 

・ツケレルンダウンライトサインフリー・蛍光灯サインフリー（特許出願中） 

・ 

■商品概要 

商品名 ツケレルンダウンライトサインフリー・蛍光サインフリー 

特徴 
誰でも簡単組立・取付、輸送コストを最小限に、 

端材リサイクル推進 

発売日      令和３年 4 月 

販売先 個人業者、卸売業者 
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販売価格 ￥9,800（税込）～￥10,500（税込） 

 

 

 

 

 

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

株式会社タム  

販促・デザイン担当：眞玉橋 

電話：098-852-3120（携帯 080-8551-9992） 

ＦＡＸ：098-9945234 

Ｅ―Ｍａｉｌ：madanbashi@tam-sign.jp 

HP アドレス：https://www.tam-sign.jp/            

住所 〒901-0306 沖縄県糸満市西崎町 5-12-22      
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報道資料（プレスリリース） 会社名：株式会社タム 2021 年 6 月 17 日 

 
 
 
 
 
 

 

        

■商品名：ツケレルンダウンライトキャップデコ例  ■画像の説明： マグネット脱着イメージ 

 

沖縄県糸満市で看板・イベント・内装・EC サイトを経営している株式会社タム

（代表：伊藝博）と申します。当社 EC サイト「西崎ベース」ではオリジナル

構造・デザインの商品を販売しており、 

この度は、個人一般客、個人店舗、卸売大型・小型店舗の方を対象に『ツケレ

ルンダウンライトキャップデコ』を販売しております。 

 

この商品（サービス）の特徴は、今あるダウンライトの外枠に誰でも簡単にマ

グネット脱着でダウンライトの衣装替えが容易に出来き、全然違った見え方に

変わります。また飛沫対策パーテーションで出た端材を有効活用した SDGs の

取り組みを考えた商品です。 

・全て他には無い、弊社オリジナルデザイン設計に 拘
こだわ

った商品です。 

・新型コロナ飛沫対策パーテーションの制作で出る、端材アクリルの有効活用

を中心に商品開発しております。 

・本土への輸送コストを最小限に抑える為、ネコポス便等の角 2 封筒で送れる

サイズで商品開発しております。 

キャッチコピー：誰でも簡単取り付け セルフ装飾 

商品名：ツケレルン ダウンライトキャップ デコ（屋内用・LED 用） 

説明文：誰でも簡単にマグネット脱着で、ダウンライトの衣装替えが出来る 
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・特許出願中です。 

 

つきましては、ぜひ、貴番組・貴紙にて取材の程、宜しくお願いします。 

 

１.【顧客ターゲット】 「個人自宅、マンションエントランス、卸

売業社、オフィス、ショップ、飲食店など」 

詳細⇒ ダウンライトの印象を変えたい方、装飾に興味のある方、業者を頼む

程の予算が無い方。ありきたりの商品、デザインでは無く、オリジナリティが

ある商品を探されている方 

2．【コンセプト】 「ダウンライトの印象をワンタッチで変える」

×「輸送コストを最小限に」×「端材リサイクル推進」 

詳細⇒ まったく今迄に無い商品、ダウンライトの衣装キャップ、デザイン

20 種以上、ダウンライト簡単脱着、ネコポス便などで送れる、本土マーケッ

トを考慮した商品サイズにしております。飛沫対策パーテーションの制作で出

る端材を有効活用した商品開発をしております。 

3.【強み】（WONDER） 「他には無い商品オリジナルデザイン」    

詳細⇒ 看板業で培った技術・アイディアを生かした。オリジナル商

品・デザイン・構造の拘った商品です。 

4.【リリースのポイント３つ】 

①他には無い商品、デザインと構造、考え、設置の仕方 

②県内・県外をターゲットとした輸送コスト最小限に抑えた商品 

③ＳＤＧｓの取り組みにもなる、端材アクリルのリサイクル中心の商品 

 

比較基準 旧商品 新商品 

 

某有名メーカー 

ダウンライトメーカー 

ツケレルン 

ダウンライトキャップデコ 
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① 職人以外の設置 商品自体無（以下同様） ○ 

② デザインのオリジナル

性 
  全てオリジナル 

③ 輸送コスト   最小 

④ 価格    9,500（送料別） 

 

５.【この商品・サービスをはじめた理由】または【目標＆夢】300 文字程度 

2020 年新型コロナが発生し、弊社では主力事業の一つイベント会場設営など

の仕事が無くなり、影響を受けました。しかし 2020 年 4 月お客様から飛沫対

策パーテーションの制作依頼を受注。看板ではないが、看板の技術や道具や機

器を使って制作できるものでした。 

それをきっかけに、社内でコロナ禍・コロナ後の不況を見据え、今迄がＢtoＢ

のお客様がメインだった事業をＢtoＣのお客様を掴む商品（弊社工場制作→発

送→お客様組立・設置の仕組みの商品）を今迄に培った技術・アイディアで、

この商品を開発し、オリジナルＥＣサイトでの販売を開始しました。 

 

＜以下、参考資料＞ 

 

■代表者の経歴 

 

・昭和 59 年 4 月 東京デザイナー学院  

・昭和 61 年 4 月 株式会社 KA 

・昭和 62 年 4 月 株式会社クレーン 

・平成 4 年 12 月 有限会社オフィスタム 

・平成 17 年 1 月 株式会社タム、代表取締役就任 

 

■その他 （特許・表彰など） 

・ツケレルンダウンライトキャップデコ 特許出願中 
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■商品概要 

商品名 ツケレルン ダウンライトキャップ デコ 

特徴 

今迄に無い商品 自分でダウンライトの衣装替え 

誰でも簡単マグネット脱着、輸送コストを最小限に、 

端材リサイクル推進 

発売日      令和３年 4 月 

販売先 個人業者、卸売業者 

販売価格 ￥9,500（税込）～ 

 

 

＜資料に関してのお問合せ先＞ 

株式会社タム  

販促・デザイン担当：眞玉橋 

電話：098-852-3120（携帯 080-8551-9992） 

ＦＡＸ：098-9945234 

Ｅ―Ｍａｉｌ：madanbashi@tam-sign.jp 

HP アドレス：https://www.tam-sign.jp/            

住所 〒901-0306 沖縄県糸満市西崎町 5-12-22      

 


