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お年玉付き年賀はがき

郵便はがき代
（部数 × 63 円）

オンデマンド印刷／片面フルカラーの料金例

最小ロット20部  1,350 円（税別） ※最短翌日納品

定番のお年玉付き年賀はがき!
忙しい年末も安心の最短翌日仕上げ

お年玉付きの年賀はがきにオリジナルデータをプリントいたします。
お急ぎや小ロットはオンデマンド、多めのロットではオフセット印
刷がおすすめです。

※税別・はがき代別途
※持込はがき不可 ※税別・はがき代別途

※持込はがき不可
※宛名印字サービス非対応です

宛名印字
追加料金

¥6,100
¥6,200
¥6,300
¥6,400
¥6,500
¥6,600
¥6,700
¥6,800
¥6,900
¥7,000
¥7,500
¥8,000
¥8,500
¥9,000
¥9,500

¥10,000
¥10,500
¥11,000

部数 片面カラー
20部 ¥1,350

〜40部 ¥2,100
〜60部 ¥2,550
〜80部 ¥3,000

〜100部 ¥3,500
〜120部 ¥3,900
〜140部 ¥4,250
〜160部 ¥4,700
〜180部 ¥5,150
〜200部 ¥5,500
〜300部 ¥6,700
〜400部 ¥8,350
〜500部 ¥10,000
〜600部 ¥11,700
〜700部 ¥13,400
〜800部 ¥15,100
〜900部 ¥16,800

〜1000部 ¥18,500

部数 片面カラー
〜100部 ¥33,000
〜200部 ¥33,500
〜300部 ¥34,000
〜400部 ¥34,500
〜500部 ¥35,000
〜600部 ¥36,000
〜700部 ¥37,000
〜800部 ¥38,000
〜900部 ¥39,000

〜1000部 ¥40,000
〜2000部 ¥48,300
〜3000部 ¥59,500
〜4000部 ¥70,700
〜5000部 ¥81,900
〜6000部 ¥93,100
〜7000部 ¥104,200
〜8000部 ¥115,300
〜9000部 ¥126,400
〜10000部 ¥137,500

〈納期〉
8日後納品　※土日・祝日を除く

〈納期〉
翌日納品　※土日・祝日を除く

オンデマンド印刷 オフセット印刷

※MoriPica、オフセット印刷は宛名印字サービス非対応です。宛名印字サービスは店舗限定となります。オンラインショップでは承っておりません。

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。通常縦書きとなりますが、横書きをご希望の場合は

入稿時にご指定ください。また、リストはエクセルデータを項目ごとにセルを分けた1シートの状態でご支給ください。

  （テンプレート：https://www.vanfu.co.jp/vf/vms/download/temp_download.html）

メールなどで個人情報の送信を行う場合は十分ご注意ください。

郵便番号の印字は枠と若干ずれることがありますのでご了承ください。

追加オプション  宛名印字サービス※

2020

郵便はがき代
（部数 × 63 円）
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私製年賀はがき

オンデマンド印刷／両面フルカラー印刷の料金例

最小ロット20部  1,750円（税別） ※最短翌日納品

全面印刷や用紙が選べてデザイン性充実！
プリント方式も選べるから安心の仕上がり

お好みの用紙が選べる、ポストカードタイプの私製はがき。印刷
方式が選べ、宛名面もデザインできるため、オリジナリティの高い
年賀状になります。

選べる用紙の種類

素朴な風合いのクラフト風用紙
です。
印刷の色味は紙の影響を受け馴
染んだような色合いになります。

③ファーストヴィンテージ  オーク

　四六判 206kg

平滑性の高い滑らかな手触りと
上品で美しいパールトーンの輝き
があります。オフホワイト寄りの
美しい白色です。

②ペルーラ  スノーホワイト

　四六判 180kg

あざやかな白さと美しい発色、艶
を抑えているため文字が読みやす
くしっとりとした手触りで人気の
用紙です。

④マットカード
　菊判 125kg

程良い光沢感があり写真等の表
現に優れている用紙です。
市販のポストカードにも多く利用
されています。

⑤アートポスト 
　菊判 125kg

豊かな風合い、高級感のある少
しざらざらした手触りです。
中に空気を多く含むため軽くて厚
みがあります。

①ヴァンヌーボ V  スノーホワイト

　菊判 163kg

※税別
※特殊インク追加料金はお問い合わせください

※税別

部数 片面カラー 両面カラー
20部 ¥4,950 ¥6,000

〜40部 ¥5,450 ¥6,800
〜60部 ¥6,200 ¥8,000
〜80部 ¥6,700 ¥8,800

〜100部 ¥7,450 ¥10,000
〜120部 ¥7,950 ¥10,800
〜140部 ¥8,700 ¥12,000
〜160部 ¥9,200 ¥12,800
〜180部 ¥9,950 ¥14,000
〜200部 ¥10,450 ¥14,800
〜300部 ¥13,320 ¥19,240
〜400部 ¥16,200 ¥23,800
〜500部 ¥18,690 ¥27,480
〜600部 ¥21,450 ¥31,800
〜700部 ¥24,440 ¥36,480
〜800部 ¥27,200 ¥40,800
〜900部 ¥29,060 ¥43,220

〜1000部 ¥31,700 ¥47,300

宛名印字
追加料金

¥6,100
¥6,200
¥6,300
¥6,400
¥6,500
¥6,600
¥6,700
¥6,800
¥6,900
¥7,000
¥7,500
¥8,000
¥8,500
¥9,000
¥9,500

¥10,000
¥10,500
¥11,000

宛名印字
追加料金

¥6,100
¥6,200
¥6,300
¥6,400
¥6,500
¥6,600
¥6,700
¥6,800
¥6,900
¥7,000
¥7,500
¥8,000
¥8,500
¥9,000
¥9,500

¥10,000
¥10,500
¥11,000

部数 片面カラー 両面カラー
20部 ¥1,350 ¥1,750

〜40部 ¥2,400 ¥3,100
〜60部 ¥3,200 ¥4,200
〜80部 ¥3,600 ¥4,900

〜100部 ¥3,900 ¥5,900
〜120部 ¥4,200 ¥6,400
〜140部 ¥4,560 ¥7,120
〜160部 ¥4,800 ¥7,600
〜180部 ¥5,160 ¥8,320
〜200部 ¥5,400 ¥8,800
〜300部 ¥6,500 ¥11,100
〜400部 ¥7,900 ¥13,800
〜500部 ¥8,700 ¥15,400
〜600部 ¥9,900 ¥17,800
〜700部 ¥11,200 ¥20,400
〜800部 ¥12,400 ¥22,800
〜900部 ¥12,500 ¥23,100

〜1000部 ¥13,600 ¥25,300 

〈対応用紙〉
①ヴァンヌーボ V スノーホワイト　菊判 163㎏
②ぺルーラ スノーホワイト　四六判 180㎏
③ファーストヴィンテージ オーク　四六判 206㎏

〈納期〉
最短3日後納品　※土日・祝日を除く
月曜17時まで  木曜19時 納品
木曜17時まで  翌週火曜19時 納品

〈対応用紙〉
④マットカード　菊判 125㎏
⑤アートポスト　菊判 125㎏

〈納期〉
最短3日後納品　※土日・祝日を除く
月曜17時まで  木曜19時 納品
木曜17時まで  翌週火曜19時 納品

〈対応用紙〉
④マットカード　菊判 125㎏
⑤アートポスト　菊判 125㎏

〈納期〉
翌日納品　※土日・祝日を除く

V.I.Print（デジタルオフセット印刷） オンデマンド印刷 オフセット印刷

部数 片面カラー 両面カラー
〜100部 ¥5,800 ¥9,500
〜200部 ¥6,000 ¥9,900
〜300部 ¥6,500 ¥10,500
〜400部 ¥6,800 ¥10,900
〜500部 ¥7,000 ¥11,300

〜1000部 ¥8,600 ¥13,900
〜2000部 ¥13,200 ¥19,300
〜3000部 ¥17,800 ¥24,800
〜4000部 ¥22,300 ¥30,200
〜5000部 ¥26,900 ¥35,600

※税別
※宛名印字サービス非対応です

※イメージ

各印刷方法の特徴について
は P.5をご覧ください
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〈納期〉
最短4日後納品　※土日・祝日を除く
月曜17時まで  金曜19時 納品
木曜17時まで  翌週水曜19時 納品

〈印刷方式〉
V.I.Print（デジタルオフセット印刷）

〈対応用紙〉
OKエルカード　K15.5kg（両面マットPP加工）

2020年のスタートを華々しく飾るなら
MoriPica年賀状がオススメ！

箔・ニス加工が輝く！MoriPica私製年賀はがき

輝き＆立体感のあるエンボス箔・3Dクリアニスで、
高コスト・大ロットになりがちだった「箔・ニス加工」が
グッとお手頃価格になりました！

〈ご注意〉
・MoriPica加工は片面となります。
 両面に MoriPica加工を希望する場合は担当営業・店舗

までご相談ください。

・データの作成についてはカタログ裏面をご覧ください。

・両面ともに、用紙表面をマットPPでコーティングいたし
ます。
はがきに手書きする際は油性ペンでお書きください。
発送につきましては郵便局にて料金別納でお出しになる
ことをおすすめいたします。

（切手の場合、水のりの切手は付きにくいことがございます。
シールタイプの切手はご利用いただけますが、消印をはじ
きやすいため郵便局にご相談の上ご使用ください。）

・宛名印字サービス非対応です。

MoriPica私製年賀はがき

※税別

両面 フルカラー印刷   ※ モノクロ 同額

片面  MoriPica

部数 基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

20部 ¥15,760 ¥17,610 ¥14,140
〜40部 ¥16,800 ¥18,950 ¥14,900
〜60部 ¥18,360 ¥20,960 ¥16,040
〜80部 ¥19,400 ¥22,300 ¥16,800

〜100部 ¥20,960 ¥24,310 ¥17,940
〜200部 ¥33,200 ¥38,350 ¥28,500
〜300部 ¥46,260 ¥53,360 ¥39,740
〜400部 ¥57,500 ¥66,400 ¥49,300
〜500部 ¥70,260 ¥81,110 ¥60,240

オプション
追加  MoriPica（片面）

部数 基本箔 カラー箔 3Dクリアニス
35μ

20部 ¥3,630 ¥5,480 ¥2,010
〜40部 ¥4,250 ¥6,400 ¥2,350
〜60部 ¥5,180 ¥7,780 ¥2,860
〜80部 ¥5,800 ¥8,700 ¥3,200

〜100部 ¥6,730 ¥10,080 ¥3,710
〜200部 ¥10,450 ¥15,600 ¥5,750
〜300部 ¥14,480 ¥21,580 ¥7,960
〜400部 ¥18,200 ¥27,100 ¥10,000
〜500部 ¥22,230 ¥33,080 ¥12,210

両面フルカラー印刷／片面 MoriPica（基本箔）の料金例

最小ロット20部 15,760 円（税別） ※最短4日後納品

とは？

MoriPica はデジタルで箔・ニス加工を施せる、

最新技術を使用した加工サービスです。

版を作らないため、小ロット・低コスト・短納期で

加工を施せます。

さらに従来の箔とは異なり、ぷっくりと盛りあがった

立体的な質感になり、高級感と迫力のある仕上がり

になります。

エンボス箔は、基本箔（4 色）・カラー箔（4 色）の

バリエーションがあります。

3Dクリアニス
紙の表面に透明な樹脂をのせる、ニス加工。
3Dクリアニスを施した部分には美しいツヤが
生まれます。
樹脂の厚みを増すことで奥行きが生まれ、水
の質感を表現したり、商品を立体的に見せる
効果があります。

エンボス箔
厚みのある特徴的なエンボス箔。
MoriPica で採用している「JETVarnish3D」で
は、3Dクリアニスの表面に箔を定着させること
で立体感のあるエンボス箔を作り出しています。
部分的に文字やイラストに使うほか、贅沢に
全面に箔をあしらったデザインもおすすめです。

エンボス箔の種類
金 銀 つや消し金 つや消し銀 青 赤 緑 ピンク

基本箔 カラー箔
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オリジナルデータ年賀状2020 ラインナップ

知っておきたい！年賀状のこと

縦向きの宛名面に対して横向きの絵柄を印刷する場合、どちら向
きに絵柄を置くか困る方も多いのではないでしょうか？
そんなときには「左天」（ひだりてん）と覚えておくと便利！

絵柄面（横向き）の左側を、宛名面（縦向き）の郵便番号枠があ
る方にする場合を「左天」（ひだりてん）と呼び、この方向が一般
的とされています。
利き手として多い右手で持って裏返した際に、宛名面が読みやす
くなる表裏の合わせ方です。
逆回転すると「右天」（みぎてん）となります。

表裏で向きが違うときは「左天」年賀状 4つの基本要素

※V.I.Print（デジタルオフセット印刷）は私製はがきのみ、お年玉付き年賀はがきは非対応です。

知って納得！ 選んで満足！ 品質・ロットに合わせて選ぶプリント方式

速 高

オンデマンド印刷 V.I.Print（デジタルオフセット印刷） オフセット印刷
極小ロットをお得に作りたい場合や、お急
ぎの際におすすめです。最短翌日仕上
げだからスケジュールも安心。
オフィス用のレーザープリンタと同じト
ナーでプリントする方式です。

オフセット印刷に近い品質を、デジタル
（無版）で再現した新しい印刷方式。
短納期・小ロットでも品質にこだわりた
い方におすすめ。
特殊紙がお選びいただけます。

雑誌やカタログと同じ印刷方式で、写真
から文字まで高精細に美しくプリントで
きます。
年賀状シーズン限定で 100 部からのお
得なパック料金もご用意！

プリントクオリティスピード

最新技術により小ロットでの箔・クリアニス加工
がお手頃価格になりました。
シンプルに社名やロゴに箔加工する他、全面
に箔を散りばめたデザインなど様々な表現が
可能です。
年の始まりを飾るにふさわしい、リッチでイン
パクトのある年賀状に。

オリジナルデザインの箔・ニス加工も
小ロット20部から作成可能！
高級感と迫力のある仕上がりです。

ぷっくりした立体的な箔3Ｄクリアニスで艶を再現

MoriPica
私製年賀はがき

私製
年賀はがき

クラフト紙などの特殊紙が選べる！
切手を貼って出すポストカードタイプ。
料金別納・後納を入れる場合もこちら！

お年玉付き
年賀はがき

くじ付きで喜ばれる！
官製のお年玉付き年賀はがきで
オフセット・オンデマンド印刷が選べます。

お持ち込み
はがきへの
印刷不可

63

63

「去年はお世話になりました。」と使ってしまいそうですが、
「去」は死を連想させる言葉で、めでたいときには避ける
べき言葉（忌み言葉）です。旧年や昨年に言い換えましょう。
他にも枯れる、衰える、破れる、失う、倒れる、滅びる、
絶える、別れなどがあります。

忌み言葉は使用しない

新年を祝い祝意を表す言葉「賀詞」。目上の方へは「賀正」
「迎春」「賀春」「頌春」を使うと失礼にあたります。
２文字のものは略語です。例えば「賀正」は「新年を祝う」
を簡略化したものです。目上の方へは 4 文字からなる賀
詞を使用しましょう。

目上の人に送る場合は賀詞に注意

基本的に次の要素で構成されます。①新年を祝う賀詞か祝詞 ②旧年中のお礼や近況報告、
ご無沙汰のお詫び ③目上の人に対して、今後の指導を乞う ④健康や幸福を祈る
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入稿に関するご注意

宛名面テンプレート：https://www.vanfu.co.jp/vf/vms/download/temp_download.html

郵便番号枠の作り方（単位：mm）

・年賀はがきの印刷には余白が必要となります。左図を参照いただき、注意してデータを作成ください。
・ご依頼部数は、20枚以上、4 の倍数に限らせていただきます。
・書体は全てアウトライン化してご入稿ください。
・出力サンプルを必ずお付けください。
・お年玉付き年賀はがきは弊社でご用意いたします。はがきのお持ち込みはお受けしておりませんのでご了承ください。

〈印字範囲〉
 オンデマンド印刷　天地左右に５mmの余白が必要です。
 オフセット印刷　　左右に５mmの余白と、天地のどちらか一方に10mm、もう一方に5mmの余白が必要です。

・3Dクリアニス、エンボス箔、印刷用、それぞれレイヤーを分けてデータを作成します。

・エンボス箔を複数色使用する場合は、色ごとにレイヤーを分けて作業します。

・3Dクリアニス・エンボス箔ともに K100％にしてご入稿ください。（80％・50％など濃度が薄い部分はニス
量が少なくなるため、厚みが薄くなります。ニスが薄い部分は箔が上手く定着しない、表面に微細な凹凸が
現れる等、品質の低下を招く場合がございます）

・ 3Dクリアニスとエンボス箔を両方お使いになる場合、重ね順は 3D クリアニスが上層、エンボス箔が下層と
なります。

・デザイン制作段階では仕上がりをイメージしやすい近似色で作成いただき、入稿前にＫ100％に変更してい
ただきますとスムーズに制作ができます。

・ご入稿時には仕上がりイメージがわかる出力見本と、レイヤーごとのトンボ付きの出力見本をご用意ください。

・カラーモードは CMYK でお作りください。（CMYK 画像の解像度は 350dpi でご用意ください）

・両面ともに、用紙表面をマットPP でコーティングするため、発送につきましては郵便局にて料金別納で
お出しになることをおすすめいたします。（切手の場合、水のりの切手は付きにくいことがございます。シール
タイプの切手はご利用いただけますが、消印をはじきやすいため郵便局にご相談の上ご使用ください。）

入稿データの作り方

印刷データ 箔データ（K100％） ニスデータ（K100％） レイヤーで分ける

私製はがきへ印刷する場合

お年玉付き年賀はがきへ印刷する場合

・書体は全てアウトライン化してご入稿ください。
・出力サンプルを必ずお付けください。

〈印字範囲〉
 全面印刷をご希望の場合は、
 3mm以上の塗りたしをつけて
 ご入稿ください。

〈印刷面の選択〉
 片面か両面かをお選びください。
 両面印刷の場合は、
 郵便番号枠と年賀表記をしてください。

片 面 両 面
2020

私製はがきを使用して年賀状を投函する場合は、必ずはがき
表面 （宛名面）の見やすい位置にはっきりと「年賀」 の文字の
朱記が必要になります。
また、宛名面に「郵便はがき」または「POST CARD」の
表示が必要となります。

63
はがきサイズ

100×148mm

3mm

10mm

5mm 5mm

オンデマンド印刷 オフセット印刷

October.2019

オリジナル年賀状印刷

学割適用
サービス

学生証提示で印刷価格

20%OFF

※宛名印字サービス・学割はオンラインショップ非対応です。 
※学割ははがき代を除きます。

年賀状印刷は
WEBからの
ご注文もOK！


