お客 様 紹 介
帆 風とお付き合いしてくださる大 切なお客 様をご紹 介。

バンフーメディアステーション（VMS）

お客様の事業内容やお得 情 報などをお届けいたします。

[24h年中無休 ※年末年始を除く]
飯田橋店

Tel. 03-5229-8229

青山店

Tel. 03-5413-1470

神保町店

Tel. 03-5226-0600

Tel. 03-6264-0811

新宿店

Tel. 03-5367-4482

代々木店

Tel. 03-5302-5871

八丁堀店

Tel. 03-3523-6850

新橋店

Tel. 03-5157-1571

赤坂店

Tel. 03-5545-8211

王子サーモン株式会社様は、当時日本に無かっ

渋谷店

Tel. 03-5485-7197

た本格的なスモークサーモンをつくる会社として、

恵比寿店

Tel. 03-5725-3661

池袋店

Tel. 03-6907-7751

1967年に設立されました。現在は、スモークサーモ

[月〜土：10 時〜 19 時]
Tel. 03-5537-8161

【 特 集 】 年賀状印刷サービス
【お客様】 王子サーモン株式会社 様

事業内容

お客様に評価をお願いしました

ンの製造販売、鮭を中心とした各種水産物の加工販売をされています。
徹底した品質へのこだわり

お客様へ 王子サーモン ブランドにふさわしい良質な製品のみをご提
供するために、素材から製造まで全てにこだわられている王子サーモン

[24hフリーダイヤル]

株式会社様。取り扱う鮭は、100％天然の『ロシア沖獲り紅鮭』や『時

Tel. 0800-222-2221

鮭』
、宮内庁をはじめ、高級ホテル・レストランから愛され続ける『アトラン

竹橋プリンティングセンター
［ 24h年中無休 ※年末年始を除く］

ティックサーモン』などさまざま。世界の海で選び抜かれた鮭はそれぞれ
身の色や味が異なり、お好みに合った一品を見つけることができます。

担当営業の通 知 表
VMS 八丁堀店

＜担当営業へメッセージ＞
仕上り具合も含めスピードが速い。

湯山

急ぎでお願いすることが多いので、

1. スピード

★★★

2. ルックス

★★★★

3. 鮭の知識

★

間に合わせてくれて助かります。
あとイケメンですよね。鮭については
やや勉強不足かな
（笑）。でも
（取材を
通して）熱意は伝わりましたよ！

＜帆風との関わり＞
お急ぎの 案 件を対 応させていただいて
以来、継続してご利用くださっています。
シールやパネルなどのご依頼では、品質・
スピードを高く評価してくださいました。

素材の美味しさをより活かすため、鮮度も大切にされています。例えば
『ロシア沖獲り紅鮭』は、専用の契約漁船で水揚げ後、すぐ船上にて凍
結し、鮮度を保ったまま運ばれます。そのため、店頭でお刺身として販売
できるほど新鮮なものを素材に使うことができるのだそう。
手作業も多い製造過程は、厳重な衛生管理のもと
に行われ、王子独自の高い基準をクリアしたものだけ
が製品として認められます。

0800 -222-2221
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▲ 王子サーモン株式会社 安田様（左）
、倉持様（中央） 帆風 湯山（右）

お客様の事業内容をご紹介します！

バンフーオンラインショップ（VOS）

印刷なら、バンフー

バンフーホットニュース

王子サーモン株式会社 様

[月〜金：10 時〜 19 時]
銀座店

カレッタ汐留店

11

今月は ... V MS 八丁堀 店 営 業 湯 山のお 客 様

[月〜金：8 時〜 20 時]

数々のこだわりがつまった製品はファンも多く、店舗には著名人も足
を運ばれるのだとか。商品は北海道・東京・神奈川にある直営店のほか、
百貨店やオンラインショップなどでも購入が可能です。こだわり抜かれ

詳細は王子サーモンの Facebookページで告知いたします。

た上質な味わいを堪能してみてはいかがでしょうか。

www.facebook.com/oji.salmon

〒104-0061 東京都中央区銀座 3-7-12

TEL：03-3567-6759

【ギフト】 芸術の秋に大活躍！チケットホルダー

名入れ 年賀状印刷

オリジナルデータ 年賀状印刷

88種類のデザインからお好きな年賀状を選ぶだけ！お年玉付き年賀はがきは

お客様のオリジナルデータを「私製はがき」または「お年玉付き年賀はがき」に

弊社でご用意いたします。スタンダード・カジュアル・スペシャル・プレミアムの

印刷するサービスです。3つの印刷方式（V.I.Print・オンデマンド印刷・オフ

4ジャンルからご用途に合わせてお選びいただけます。

セット印刷）からお選びいただけます。

スタンダード年賀状

カジュアル年賀状

V.I.Print※1（デジタルオフセット印刷）

人気の定番年賀状です。

お求めやすい価格の年賀状です。

オンデマンド印刷の手軽さと、オフセット印刷に近い高品質を併せ持つ印刷方式。

50

20

名入れ年賀状
キャンペーン
適用可能

特価提供品に
つき割引不可

種類

種類

無料で開 催しているバンフーセミナーへぜひお越しください

第181回 バンフーセミナー

おもてなしの心からはじまること

【日時】2016 年11月9日
（水）

1枚からオフセット印刷に迫る品質を再現。版を作らず小ロット・低コストで印刷できます。

セミナー ／ 18：30 〜 20：00
懇親会 ／ 20：10 〜 21：00

詳細・お申込みは…

バンフーセミナー 検 索

V.I.Printなら

【講師】力石 寛夫 氏
【場所】学士会館（東京都千代田区神田錦町 3-28）

特殊紙 へ印刷ができる！
特殊紙でも安価で

写真も高品質 な仕上り

便利な追加オプションの

特殊紙は

毎月お配りしているマンスリーギフトは、Vanfu フロントアドバイザーが交替で企画し作成しています

こちら3種類から
お選びください

宛名印字サービス 対応

スペシャル年賀状

プレミアム年賀状

厳選されたデザインの年賀状です。

きらめきある箔押し年賀状です。

10

箔印刷

【パール調の高級紙】

【クラフトペーパー】

【風合いのある用紙】

ペルーラ

ファースト
ヴィンテージ

ヴァンヌーボV

（スノーホワイト）

（スノーホワイト）

（オーク）

8

種類

種類

名入れ年賀状
キャンペーン
適用可能

名入れ年賀状
キャンペーン
適用可能

チケットやパンフレットを
綺麗に持ち運べる

オンデマンド印刷
「欲しいときに欲しい分だけ」が可能な印刷方式。少部数向けです。
20部の印刷が

お急ぎの方も

1,350円〜※2

最短翌日納品

追加オプション

宛名印字対応

バンフーオンラインショップでは、名入れ年賀状印刷の

年末も近づき、年賀状の準備をする季節になりました。

『名入れ情 報 』が WEB上で入力でき、印刷状 態を確 認

帆風では、デザインを選ぶだけの簡単な「名入れ年賀状

箔印刷を除く80 種類のデザインをご用意しております。

ナル年賀状印刷」という２つの年賀状サービスをご用意

WEB上で確認しながら入力できます！

しております。
WEBからでもご注文可能です。ぜひご利用ください！

vanfu.co.jp/ef/webedit-season/cate12734/

伊藤

大切なチケットを綺麗に持ち運べるように、また、思い出として保管していただけるよう
にと考えました。ワクワクする気持ちといっしょにチケットを入れて、秋の芸術鑑賞にご

一般的なカラー印刷に利用される印刷方式。大部数向けです。
100部の印刷が

※2

5,800円〜

写真も

高品質な仕上り

活用ください！また、チケットを入れるだけでなく年末の旅行シーズンでも、パスポートや
最短

追加オプション

宛 名印字サービス

宛名面に、住所や宛名などの情報を可変印刷するサービスです。
印刷は宛名印字サービスに非対応です）
。

※1 お年玉付き年賀はがきへの印刷は非対応です。

旅行先でのパンフレット、カードなども入れてお使いいただけます。

3日後納品

「V.I.Print」または「オンデマンド印刷」の場合ご利用いただけます（オフセット

URLはこちら

企画：VMS カレッタ汐留店 フロントアドバイザー

チケットホルダーをご用意しました。

オフセット印刷

しながら簡単にご注文いただけます。

印刷」とお客様のオリジナルデータを印刷する「オリジ

芸術の秋に大活躍！チケットホルダー

11月のマンスリーギフトは、展 覧会やコンサートに行くのが 楽しい季 節に活 躍する、

カタログはお近くの店舗または営業へお申し付けください

WEBで楽々簡単にご注文

11月のマンスリー
ギフトはこちら！

※2 私製はがきへ片面カラーで印刷する場合。

＜チケットホルダー＞

＜チケット型仕様書＞

印刷方法 UV オフセット印刷
サイズ
仕上り W100 × H195mm
展 開 W390 × H195mm
色数
4 ＋ホワイト／ 0 色
加工
型抜き・圧着加工
材質
PP（ナチュラル）

印刷方法 オフセット印刷
サイズ
W170 × H75mm
色数
用紙

4／1色
ヴァンヌーボ V スノーホワイト 菊判 135.5kg

過去のマンスリーギフトをご紹介！ ▶▶▶ https://www.vanfu.co.jp/monthlygift/
過去のマンスリーギフトをご紹介！ ▶▶▶ https://www.vanfu.co.jp/monthlygift/

