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

お客様の事業内容をご紹介します！

Tel. 03-5157-1571

赤坂店

Tel. 03-5545-8211

株式会社スープストックトーキョー様は、
「世の中の体温をあげる」こと

渋谷店

Tel. 03-5485-7197

恵比寿店

を目標に様々な取り組みを行われている会社です。スープ専門店『 Soup

Tel. 03-5725-3661

Stock Tokyo』では、首都圏を中心に50店舗以上を展開されています。

Tel. 03-6907-7751
[月〜土：10 時〜 19 時]

カレッタ汐留店

Tel. 03-5537-8161

バンフーオンラインショップ（VOS）

▲（写真左より）株式会社スープストックトーキョー 岡田様、内海様、田中様、帆風 桒原

【 特 集 】 カレンダー印刷サービス
お客様に評価をお願いしました

「おいしいスープを届けたい」想い

店舗で取り扱われるスープは週替わり。看板
メニューの「オマール海老のビスク」をはじめ、
国 内 外 のスープ をSoup Stock Tokyo風 に

[24hフリーダイヤル]

アレンジしたものや、1枚の絵画をモチーフに

Tel. 0800-222-2221

したものなど、様々なスープを提 供されてい

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］

ます。旬や生産状況など、そのときに合ったメニューへ変えていくのだそう。
また、できたての美味しいスープを届けたいという想いから、素材や調理
方法など一つひとつにこだわりが。例えば「東京ボルシチ」は、甘みを出す

担当営業の通 知 表
プリントマネジメント課

＜担当営業へメッセージ＞
スピードは非常に速いと思います！

桒原

対応力の面では、いろいろな注文に

1. スピード

★★★

2. 対応力

★★

3. 背の高さ（田中様と比較）

★★

応えてもらっていますが、今後に期
待を込めて今は星 2つ！あと、桒原
さんは背が高い！ですが…、
（田中様
（笑）
。
と比べると）星2つですね

＜帆風との関わり＞
リーフレットやカード類をご依 頼いただ
いております。
「負担に感じていた」という印刷物の納品
日のばらつきなどを、弊社でまとめさせて
いただいた点を評価くださいました。

ためタマネギは自社工場で夜間にじっくり炒め、野菜のカットなど最終
調理は必ず店舗で行われています。

印刷なら、バンフー

今後の展開

「オマール海老と
12月の新メニューは、ちょっと豪華な冬のディナーとして
玉子の赤いフリカッセ」
「
、牡蠣の白いフリカッセ」が登場。今年の4月末、
自由が丘にレストラン業態の新店舗『also Soup Stock Tokyo』を、12月

0800 -222-2221

2016.12.1 No.92
w w w.vanfu.co.jp

【お客様】 株式会社スープストックトーキョー 様

事業内容

新橋店

池袋店

バンフーホットニュース

株式会社スープストックトーキョー 様

[月〜金：10 時〜 19 時]
銀座店

12

今月は ... プリントマネジメント課 桒 原のお 客 様

[月〜金：8 時〜 20 時]

お歳暮、帰省土産に
冷凍スープのギフト
普段なかなか会えない親戚に。
最近子どもが生まれた学生時代の友達に。
誕生日プレゼントを贈れていなかった故郷の両親に。
そんな想いと共にスープを贈ってみませんか？

には品川に和テイストの『おだし東京』をOPEN
するなど、常に新しい試みをされる株式会社スープ
ストックトーキョー様。温かいスープが恋しくなる
季節、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
※フリカッセ…肉や魚介を生クリームなどで煮るフランスの家庭料理。

電子レンジ対応で
さらに便利に

店頭・
ウェブにて
販売

【ギフト】 整理整頓！ BOX

■ オリジナルフォトカレンダー

2017 年版

カレンダー印刷

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

オリジナルカレンダー

オリジナルカレンダー ・名入れカレンダー

木製スタンドカレンダー

■ アイディアカレンダー

第182回 バンフーセミナー

フロントアドバイザーのアイディアから生まれたプチギフト向けカレンダー。

InDesignの「段落スタイル」徹底攻略

印刷や加工の応用から生まれた楽しいアイテムです。

N E W!

つながる壁掛けカレンダー

必要な月だけつなげて壁掛けできます。

＜本体詳細＞

木製スタンドがオシャレなフォトカレンダー。インテリアとしてもお楽しみいただけます。
もらって嬉しいノベルティとしてもオススメです。

バンフーのオススメは「オリジナルカレンダー」。
様々なシチュエーションに応じて、世界にひとつだけのギフト
また、ノベルティに便利な年末年始のご挨拶まわりツールの
定番「名入れカレンダー」も各種取り揃えております。

[小ロット]

1冊から作れます！

お急ぎなら

思い出の写真で特
別なギフトに！

[大ロット]

高品質なら

卓上に飾ってもお楽しみいただけます。

ノベルティに

環境へ配慮

デジタルオフセット印刷

オフセット印刷

オフセット印刷

自分で撮影したお
気に入りの写真で

年末のご挨拶に企
業ロゴ入りの高品

企業の環境活動に
沿ったノベルティと

（V.I.Print）

オリジナルのカレ
ンダーを！

（通常）

質なノベルティカ
レンダーを！

（FSC®対応）

して！

■ オリジナルデザインカレンダー

■ 木製スタンド名入れオプション

12月のマンスリー
ギフトはこちら！

■ 卓上カレンダー

整理整頓！ BOX
企画：VMS 銀座店 フロントアドバイザー

梅田

■ 壁掛けカレンダー
本年締めくくりのマンスリーギフトは、年末の大掃除に役立つ『収納BOX 』をご用意しま

追加オプションとして、木の土台に焼印が可能です。

した。デスク周りの小物
（名刺・ハガキなど）
、想い出の写真や手紙、さまざまな用途に合わ
せて整理整頓できるので、ぜひご活用ください。

※小ロットの場合はレーザー彫刻になります
※木製スタンドへの名入れテンプレートについては、
別途お問い合わせください

可能！

小物・カード類や
年賀状整理に！

主に「卓上カレンダー」と「壁掛けカレンダー」の2タイプご用意しております。
ご注文いただけます。

よりオリジナリティを出したい方にはこちらもオススメ。

中綴じカレンダー

カスタマイズ

名入れカレンダー
種類やデザインを選び、名入れ部分のデータを用意するだけで、かんたんに少部数から

ンダー」
「
、アイディアカレンダー」など、用途に合わせて豊富にご用意しております。

枠部分

＜本体詳細＞

企業カレンダーにオススメ！

お客さまのオリジナルデータで作成可能なオリジナルカレンダーは、オススメ
「フォトカレ

ビッグカレンダー

紙をつけてお
のし

折りたたみ式のミニカレンダー。

1週間前でも間に
合う短納期！

オリジナルカレンダー

【講師】鷹野雅弘氏
【場所】 ベルサール神保町 3F ROOM3＋4＋5

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

折って立てる卓上ミニカレンダー

■ 納期・品質・ロットに合わせて選べる！4つのプラン

オンデマンド印刷

カレンダー制作ならバンフーにお任せください！

詳細・お申込みは…

し♪
渡

をつくることができます！

19：00 〜 20：45
（途中、休憩をはさみます）

バンフーセミナー 検 索

×8枚

様々なシーンで活躍する、充実したラインナップ！

（木）
【日時】 2017年1月26日

切込み入りのカレンダー 8枚。

全部分

お手軽
サイズ

見やすさ
抜群

また、来年の年賀状入れとしてもピッタリサイズとなっております。
来年も帆風の新たなサービスをお楽しみください♪

カスタマイズ
可能！

透明プラスチックカレンダー
リーズナブルな価格が嬉しい、気軽に頼め
るフォトカレンダー。

ワイド770mmと大きく見やすいため月の

冊子で定番の中綴じ製本に穴あけをプラ

予定管理にも便利！

スした中綴じカレンダーです。

メッセージカードを添えられるので、ご家

デザイン性・機能性も高く、カスタマイズ

サイズはA4・B5からお選びいただけます。

族やご友人への特別な贈りものとしても

いただける魅力的なカレンダーです。

仕様カスタマイズもご相談ください。

オススメです。

短納期・小ロットでご利用いただけます。

本誌掲載外の商品及び商品詳細は、
「Calendar Catalog 2017」でご確認いただけます。
カタログをご希望のお客様は、
担当営業またはお近くのVanfu店舗までお声掛けください。

＜箱＞

＜熨斗紙＞

印刷方法 オフセット印刷
サイズ
仕上り A5（W148 × H210）× D50mm
展 開 W449 × H795.5mm

印刷方法
サイズ
色数
用紙

色数
加工
用紙

4／0色
型抜き・ニス
エースボール 270g/㎡

オフセット印刷
W426 × H150mm
4 ／4 色
上質紙 菊判 48.5kg

※発送用にはサイズ違いのものをお送りさせていただきました。

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/

