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
Tel. 03-5226-0600

神保町店

Tel. 03-6264-0811
Tel. 03-5367-4482
Tel. 03-5302-5871
Tel. 03-3523-6850
Tel. 03-5157-1571
Tel. 03-5545-8211
Tel. 03-5485-7197
Tel. 03-5725-3661
Tel. 03-6907-7751
Tel. 06-6210-5891

新宿店
代々木店
八丁堀店
新橋店
赤坂店
渋谷店
恵比寿店
池袋店
淀屋橋店

[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）
[24hフリーダイヤル]
Tel. 0800-222-2221
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］

【 特 集 】 VanfuOnlineShop Web 編集サービス
【お客様】 株式会社サンレモン 様

事業内容

お客様に評価をお願いしました

1984年設 立の株 式会社サンレモン様は、
ぬいぐるみ・雑貨の企画・製造・販売をされて
いる会 社です。自社ブランドでは、誰もが親
しみやすいベーシックな動物のぬいぐるみの
ほか、オリジナルキャラクターグッズも展開。
また、OEM製造事業も行われています。

担当営業の通 知 表
VMS 池袋店

＜担当営業へメッセージ＞
急なイベントがあるときも対応ス

矢須

ピードが 速くて助かります！今後

2012年に誕生した「ウォンバットさんたち」シリーズは、オセアニアの生
き物たちがモデルのオリジナルキャラクター。主役のウォンバットさんは
「自
分に甘く他人にも甘い」
「
、三度の飯と三度の
おやつと動かないことが大好き」といった性

現在全6キャラクターがおり（ウォンバットさん・デビルさん・カモノハシ
さん・コアラさん・フェアリーさん・キウイさん）、キャラクター自らTwitter
で情報を発 信。イベントや新商品情報などをつぶやきます。また、イベ
ントを盛り上げるウォンバットさんの出張サービスもあるそう。
昨年10月には初の書籍も出版した
「ウォンバットさんたち」
。

5周年を迎える今年は、新 商品や出張イベント、記 念
ノベルティなどを企画中とのこと。
「ウォンバットさんたち」はブログも更新されていますので、
気になる方はぜひのぞいてみてはいかがでしょうか。

は、様々なノベルティの提 案など

1. 対応力

★★★★

2. 提案力

★★

性格が似ているということで、ウォ

3. ウォンバットさん度

★★★

ンバットさん度は星 3つですね！

「ウォンバットさんたち」シリーズ

さで、20 〜 30 代の女性を中心に人気です。

0800 -222-2221
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▲ 株式会社サンレモン様（右 3 名）
、帆風 矢須（左）

お客様の事業内容をご紹介します！

格。そのゆるくシュールな世界観と可愛らし

印刷なら、バンフー

バンフーホットニュース

株式会社サンレモン 様

[月〜金：10 時〜 19 時]
銀座店

NEW
OPEN!

3

今月は ... V MS 池 袋 店 矢 須のお 客 様

[月〜金：8 時〜 20 時]

＜帆風との関わり＞
シールやコースターなど、ノベルティの受
注をいただいております。
今後開 催予定のイベントに向けて、より
多様な商品の提案をしてほしいとのお声
をいただきました！

していただけたらと思っています。

【ギフト】 マルチポケットファイル

新年度に必須のビジネスアイテムを
データ 0 から簡単に注文できる！

ご注文方法
1

作りたい商品とデザインを選びます

オススメ

新規採用や異動、イベントで活躍！

作りたい商品を選択すると、デザインが表示されます。

役立つ実用アイテム。板と文字色の組
合わせも豊富な彫刻タイプと、樹脂で
コーティングされた高級感あるフルカ

PVCカード

この時期必須の名刺・封筒などのアイテムがバンフーならまとめて揃います！

2

文字の入力以外に、詳細編集で写真やロゴ、QRコードなども配置できます。

懇親会 ／ 20：10 〜 21：00

バンフーセミナー 検 索

【講師】川田修 氏
【場所】学士会館（東京都千代田区神田錦町 3-28）

クレジットカード 規 格 の PVCカード に、フル

用紙・納期を決定

カラーで印刷します。社員証やイベントのパス

画面の案内に従って、用紙や納期をフォームに記入ください。

カードなどにお使いいただけます。
長期間の使用や、雨・汚れにも強いプラスチック

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

素材です。

3

Web上でデータを編集

名刺

氏名や住所・メールアドレスなど印字したい情報をフォームに入力。
プレビューを見ながら作業することができます。

入力すると…

ご自宅・会社・店舗から！気軽に注文
ご自宅や会社のPCはもちろん、バンフー各店舗にもPCをご用意しております。
操作に不安のある方も、フロントアドバイザーがサポートいたします。

アクセス方法

役職

デザイナー

氏名

山田 太郎

住所

東京都○○区…

高精細印刷による高品質の名刺を格安価格で
ご提供いたします。

プレビューに反映！

バンフーなら最 速 1日 後 発 送 が 可 能 な ので、
急ぎの追 加発 注も安心。すぐに発 注・補充完了
できます。

8 色のインク色から選べる単色印刷と、オリジ
ナルのロゴやカラー写 真を色鮮やかに表 現で
きるフルカラー印刷がございます。

詳細編集機能が便利！
トップ画面の
バナーを

CLICK!

画 像 の 配 置や 文 字 位 置 の 調

スタンプ（住所印／インクパッド内蔵型）

整、色の変更などができる詳細

ビジネスでもショップでも、幅広い場面に欠か

編集機能もございます。

せないアイテムを1点からお作りいたします。

写真や会社のロゴなどを配置

＜住所印＞透明アクリル製

したいお 客 様 には、こちらが

＜インクパッド内蔵型＞インキ色ブラック・レッ

おすすめです！

ド・ブルー 3 色よりご選択

バンフーメディアステーションでも打ち替えサービス承ります

4

最終確認をして、
ご注文完了！

注文完了後、後日お手元に商品を
お届けします。

エンボス加工！

幅広い用途で使用できる、シンプルな封筒。

編集サービス』バナーより、ページへアクセスいただけます。

VOS

▲表紙におしゃれな

封筒（単色／フルカラー）

入力を反映させる

PCから「バンフーオンラインショップ」を検索ください。トップ画面の『 Web

web編集サービスページURL▶ https://www.vanfu.co.jp/ef/

セミナー ／ 18：30 〜 20：00
詳細・お申込みは…

データがない状態からでもご注文いただける簡単便利なサービスです。

こだわりたい方のために、編集 機能も充実！

【日時】2017年 4月12日
（水）

ラータイプがございます。

バンフーが 運 営する印 刷 通 販サイト『 VanfuOnlineShop（ VOS ）』内で、

Illustratorなど専門のソフトやデータ要らずで、簡単にご注文いただけます。

セールスの現場から学ぶ、
本当の顧客満足に必要なこと

イベントや会社・ショップの名札として

Web編集サービス

専門のソフトやデータ不要の簡単操作

第185回 バンフーセミナー

ネームプレート

バンフーオンラインショップ

Web編集サービス3つのポイント

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

Web 編集サービス対象商品

3月のマンスリー
ギフトはこちら！

マルチポケットファイル
企画：VMS 渋谷店 フロントアドバイザー

田中

今月のマンスリーギフトは、新年度や新生活の準備などで忙しい時期に便利な、マチ
付きポケットファイルをご用意しました。必要な文房具類やメモをまとめて持ち運べます
ので、カバンの中の整理整頓にお役立ていただけます。
表紙にはエンボス加工でオリジナルのロゴを浮き出させ、実際に使用した特色番号や
印刷用語の英語が印字されているなど遊び心あるデザインで、おしゃれに仕上げました。
慌ただしい時期ですが、少しでも皆さまのお役に立てますように。

＜ポケットファイル＞

＜仕様書＞

印刷方法 オフセット印刷
サイズ
仕上り W120 × H175mm × D15mm

印刷方法 オフセット印刷
サイズ
W280 × H55mm

色数
加工

展 開 W380 × H290mm
色数
特色 2 色（DIC200・DIC2071）＋ニス／特色 1 色（DIC2071） 用紙
エンボス・型抜き・スジ入れ・貼り合わせ 3 ヶ所・
丸タック貼付け

ます。

用紙

OK マットポスト 菊判 153kg

※別途制作料金が掛かります。

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

現在お使いのデザインに似せたいなどのご要望
は、お近くの店舗までご相談ください。
弊社オペレータによるデータ制作も承っており

4／0色
マットコート 菊判 62.5kg

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

