
　株式会社マックスパート様は、研修や会

議室としての利用に特化した『研修特化型

ホテル』の運営を中心にされている会社です。

今回は、ホテル運営事業のノウハウを活かし

て生まれた『ケータリング事業』についてご紹介いたします。

　株式会社マックスパート様のケータリング事業は、 

お料理の提供はもちろん、会場手配からイベント内

容の企画、会場の装飾や照明、撮影といった当日

の運営まで、幅広く細やかなサポートが特徴です。 

自社ホテルからシェフやスタッフを派遣し、お客様のご要望に合わせた

スタイルでサービスをご提供されています。

　お料理は、旬の素材にこだわった本格派。味だけ

でなく、その見せ方も大切にされており、料理が並ぶ

台やディスプレイから作成することもあるのだとか。

和・洋・中、着席・立席など、シーンに合わせた豊富な

メニューがあり、屋台やご当地グルメなどユニークなプランも人気です。

　提携会場は首都近郊に約100箇所。貸し会議室をはじめ、ホールやドー

ム、中には遊園地などとも提携され、イベント内容に合わせた最適な会場

をご提案くださいます。

　パーティーや展示会などの開催予定のある方は、ぜひ１度ご相談されて

みてはいかがでしょうか。

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。

お客様の事業内容やお得情報などをお届けいたします。

＜担当営業へメッセージ＞

スピードは今後に期待ですが、提

案力は3つ星評価！以前パンフレッ

トのデザインを変えたいというと

きも、色々ご提案いただきました。

そして中野さんといえばお調子もの

（笑）。お調子度、100点満点です！

担当営業の通知表
VMS 神保町店　中野

お客様に評価をお願いしました

1. スピード ★ ★

2. 提案力 ★ ★ ★

3. お調子度 ★×100

＜帆風との関わり＞

株式会社マックスパート様のオフィスデザ

インをされている他企業様より弊社をご紹

介いただきました。

主なご依頼はパンフレットが多く、印刷の

品質を評価いただいております。

▲ 株式会社マックスパート　鎗田様（右）、帆風　中野（左）
お客様の事業内容をご紹介します！

事業内容

今月は... VMS神保町店  中野のお客様

ケータリング事業について

株式会社マックスパート 様
ケータリング事業

お見積もり・ご相談　TEL ： 03-6262-1096

〜最高のパーティーを演出する〜
マックスパート ケータリングサービス

0800-222-2221

印刷なら、バンフー

バンフーメディアステーション
[24h年中無休 ※年末年始を除く]

飯田橋店 Tel. 03-5229-8229

[月～金 ： 8時～ 20時]
青山店 Tel. 03-5413-1470
神保町店 Tel. 03-5226-0600

[月～金 ： 10時～ 19時]
銀座店 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
渋谷店 Tel. 03-5485-7197
恵比寿店 Tel. 03-5725-3661
池袋店 Tel. 03-6907-7751
淀屋橋店 Tel. 06-6210-5891

[月～土 ： 10時～ 19時]
カレ ッタ汐留店 Tel. 03-5537-8161

[月～金 ： 9時～ 18時]
新潟オフィス Tel. 025-282-7461

バンフーオンラインショップ
[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 】  母の日＆父の日 オリジナルギフト特集

【お客様】 株式会社マックスパート 様

【ギフト】 感謝の気持ちを伝える 花束ふせん
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Happy Mother's day & Father's day!

オリジナルギフト特集

父の日&
母の日SUN

5/14

SUN
6/18

ご用意いただくものは贈る相手のお名前だけ！
母の日、父の日のギフトにぴったりな
簡単に作れるオリジナルギフトを集めました。

STEP1 商品を選ぶ STEP2 デザインを選ぶ

STEP3 名前を記入する

マグカップ、My Bottle、トートバッグ、フェイスタオルの4種類の中から、

お好きな商品をお選びください。

商品のデザインは以下6種類からお好きなものをお選びいただけます。

赤枠内が変更可能です。

店舗では専用注文書・バンフーオンラインショップではWEBフォームへ、

送りたい方のお名前をご記入しご注文ください。

バンフーオンラインショップ内で仕上がりデザイン
を確認しながらご注文いただけます。

https://www.vanfu.co.jp/ef/
※オンラインショップではデータ編集サービスの都合上
　デザインの一部が異なります。

バンフーメディアステーションの
フロントアドバイザーまでご相談ください。
専用注文書をお渡しいたします。

店舗

WEB

マグカップ
白地に鮮やかに

プリントされるの

で写真も綺麗に

映えます。

お揃いで作るの

もオススメです。

家事の合間のティータイムに

フェイスタオル
綿100%で、優し

い肌触りのタオル

です。

名入れができるの

で、ジムなどでも

大活躍します。

スポーツ好きのお父さんに

トートバッグ
A4ファイルも入

るサイズのトート

バッグ。

通勤や買い物な

ど、デイリーに大

活躍します。

通勤や買い物に

My Bottle
クリアとアンブレ

ラの2タイプをご

用意しています。

毎日使いたくなる

スタイリッシュな

マイボトルです。

会社のお昼のお供に

デザイン A

デザインD

デザインB

デザイン E

デザインC

デザインF

お母さんにおすすめ

お父さんにおすすめ

ご注文はこちら

＜封筒＞
品名 洋 1ダイア封筒 コットンピンク（母）・コットンブルー（父） 116.3g

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

5月といえば、母の日です。日頃の感謝の気持ちを伝えるお手伝いができればと思い、 

今月のマンスリーギフトはお花の模様のふせんとメッセージカードをご用意しました。

また、翌月の父の日バージョンもご用意しております。ふせんにメッセージを書いたり、 

イラストを描いたり、写真を貼ったり…。お花のふせんに日頃の感謝の気持ちを込めて、

世界に一つだけの素敵な花束をお渡ししてみてはいかがでしょうか♪

もちろん普通のふせんとしてもお使いいただけますので、ぜひご活用ください♪

＜花束カード＞
印刷方法 オフセット印刷
サイズ 仕上り　W148×H105mm

展　開　W148×H210mm
色数 4／4色
加工 スジ入れ・2つ折り
用紙 アヴィオンハイホワイト 菊判 125kg

感謝の気持ちを伝える 花束ふせん
企画：VMS飯田橋店 フロントアドバイザー　久吉

5月のマンスリー
ギフトはこちら！

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

ふせんにメッセージを
かいて、世界にひとつの
花束をつくろう♪

※父の日バージョンは5月15日（月）より店頭にてお配りいたします。

＜花型ふせん＞
印刷方法 オフセット印刷
サイズ W50×H50mm
色数 特色1（PANTONE 1915U）／ 0色（母）

特色1（PANTONE 1505U）／ 0色（父）
加工 型抜き
用紙 上質 ピンク（母）・イエロー（父） 66kg

第187回　バンフーセミナー

バンフーセミナー 検 索

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

詳細・お申込みは…

※近日お申し込み受付開始

これからは感動経営の時代
～理念から実践までをいい会社に学ぼう～

【日時】 2017年6月7日（水）
 セミナー ／ 18：30～ 20：00
  懇親会 ／ 20：10～ 21：00
【講師】 瀬戸川礼子 氏
【場所】 学士会館（東京都千代田区神田錦町3-28）


