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ノベル
ティやギ

フトとして大活躍のトランプ！
ちょっとお

もしろい使い方など徹底紹介！

写真や思い思いのフレーズで、完全オリジナルの

本格トランプが1個から作れる人気サービスです



ちょっとお
もしろい使い方など徹底紹介！

▶オリジナルトランプ特設ページ
　  https://www.vanfu.co.jp/lp/trump/

トランプを作成したお客様の声

職場のイベントのサプライズとして
利用しましたが、とても好評でした。

テンプレートが使いやすく、初めて
でも簡単に使うことができました。

トランプを両面とも自由にデザイン
できるのは嬉しかったです。
思った通りのものができあがり、
とても満足しています。

Vanfu Online Shop 店舗 （都内14店舗・淀屋橋・新潟）

▶ご注文は2つの窓口から

写真トランプ
思い出が詰まった写真で世界に

ひとつだけのトランプが作れます。

1

販促トランプ
裏面に会社や学校のロゴを印刷した

オリジナルトランプ。

高い宣伝効果が期待できます！

2

タロットカード
オリジナルのイラストやデザインで、

自分だけのタロットカードが作れます。

3

for 
gift

for
 games

for
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iness



今年のお月見は
マシュマロでしっぽり…♪

9/15（土）国内最大級のファッションのお祭り、

『VOGUE FASHION＇S NIGHT OUT2018 TOKYO』

にVanfu Aoyamaが初参加します。

店頭では限定のチャリティ商品を販売するほか、一部

商品を特別価格にて販売いたします。

営業時間を22：00まで拡大し、ご来店を心よりお待ち

しております。表参道を一緒に盛り上げましょう！

Vanfu Aoyama
VOGUE FASHION’S NIGHT OUT 2018 TOKYOに参加

開催日時 ： 2018年9月15日（土）11：00 ～ 22：00
開催地域 ： 表参道・青山・原宿エリア

https://www.vogue.co.jp/fno/2018/tokyo/

Vanfu Aoyamaでトランプ展示中！

トレーディングカード
自分で考えたルールのオリジナル

トレーディングカードが作れます。

4

知育カード
お子さまの成長に合わせた、オリ

ジナルの知育カードが作れます♪

5

選べる4サイズ

標準サイズ
58×89 mm

ドデカサイズ
148×195 mm

超ドデカサイズ
210×297 mm

デカサイズ
93×117 mm

A4

超ドデカサイズは
インパクト大！

for
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　2012年に設立された株式会社コ

ルク様は、作家のエージェントとし

てマネジメント・著 作 権の 管 理を

行っている会社です。

　作品の世界観をとても大事にしており、映像や広告の二次利用の

管理・ファンクラブやSNSの運営・イベントの企画など、作家と作品に

まつわるあらゆる面のマネジメントを行っています。

　作品の中で感動するポイントや

世界観が好きで応援する読者が多い

ため、その感動をアイテムで再現する

ことを大事にされています。

　例えば漫画『宇宙兄弟』では、作中

でキャラクターがピシッとしたいと

きに付けるヘアピンがあります。読者はその「ピシッとしたい」気持ちに

共感するので、そのキャラの気持ちを日常で感じることができるような

アイテムを制作することを心がけているのだそう。ファンからは、「受験

のときに筆箱にいれた」「面接のときにネクタイピンにした」などの声も

いただいているそうです。

　また、新人漫画家がリレー形式でネームを掲載していく『コルクBooks』

というWEBサービスも始まり、新人漫画家との繋がりにも力を入れてい

るとのこと。

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。

お客様の事業内容をご紹介します！

会社概要

作品の感動を日常でも

今月は... Vanfu Aoyama 巣山のお客様

株式会社コルク 様



お 客 様 紹 介

＜担当営業へメッセージ＞

紙フェチとのことで、作品に合わせた

紙の提案を幅広くしてくださいます。

また、話しているうちに作品への

愛 情もすごく伝わってくるので、

楽しく作ることができて感謝して

おります。

1. 提案力 ★★★

2. スピード ★★★

3. 作品への愛情 ★★★

＜帆風との関わり＞

2015年秋頃から、ポストカードやファンクラブ限定

のステッカーをご依頼いただいております。

また昨年5月より、宇宙兄弟ALSプロジェクト「せり

か基金」の活動に協賛したことから、深いお付き合

いが始まりました。

▲（写真左より）株式会社コルク 仲山様、帆風 巣山

★★

担当フロントアドバイザーの
通知表

Vanfu Aoyama 巣山

お客様に評価をお願いしました



今月のマンスリーギフトは、お月見にぴったりな「お月見マシュマロ」をご用意いたしま

した！十五夜の満月とお月見団子をマシュマロで表現しています。

また、台紙は飾るポストカードとしてもご活用いただけます。月部分は取り外すとメッ

セージカードになりますので、ひとことを添えてプレゼントするのもおすすめです♪

あまりイベントとしては馴染みがないという方も、今年の十五夜（9月24日）は、この 

お月見マシュマロでお手軽に秋の風情を楽しんでいただければ幸いです。

＜マシュマロ＞
印刷方法 可食プリント
サイズ φ 40mm
色数 4色／0色

秋にぴったり お月見マシュマロ
企画：VMS代々木店 フロントアドバイザー　上田

9月のマンスリー
ギフトはこちら！

＜台紙＞
印刷方法 オフセット印刷
サイズ W148×H100mm
色数 4色／4色
用紙 マットカード 四六判 220kg
加工 半抜き

過去のマンスリーギフトをご紹介

▲

バンフーマンスリーギフト 検 索

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

今年のお月見は
マシュマロでしっぽり…♪

メッセージ
カード付き！

超ドデカサイズは
インパクト大！

バンフーからのお得な情報をお届けします

第199回　バンフーセミナー

バンフーセミナー 検 索

詳細・お申込みは…

どんな会社でもできる
“奇跡の職場”のつくり方

【日時】 2018年9月6日（木）

 セミナー ／ 18：30 ～ 20：00

  懇親会 ／ 20：10 ～ 21：00

【講師】 矢部 輝夫 氏

【場所】 学士会館（東京都千代田区神田錦町3-28）



お 客 様 紹 介

店舗一覧
[24h年中無休 ※年末年始を除く]

VMS飯田橋店 Tel. 03-5229-8229

[年中無休 ： 11時～ 20時 ※年末年始を除く]
Vanfu Aoyama Tel. 03-5413-1470

[月～金 ： 8時～ 20時]
VMS神保町店 Tel. 03-5226-0600

[月～金 ： 10時～ 19時]
Vanfu Shibuya Tel. 03-5485-7197
VMS銀座店 Tel. 03-6264-0811
VMS新宿店 Tel. 03-5367-4482
VMS代々木店 Tel. 03-5302-5871
VMS八丁堀店 Tel. 03-3523-6850
VMS新橋店 Tel. 03-5157-1571
VMS赤坂店 Tel. 03-5545-8211
VMS恵比寿店 Tel. 03-5725-3661
VMS池袋店 Tel. 03-6907-7751
VMS竹橋店 Tel. 03-6267-7039
VMS淀屋橋店 Tel. 06-6210-5891

[月～土 ： 10時～ 19時]
Vanfu caretta Shiodome  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］

バンフートレーニングスクール

“アドビスクールパートナー”に
認定されました
アドビシステムズ社様が公認している国際認定資格「アドビ
認定アソシエイト（Adobe Certified Associate）」の試験
対策講座を新設いたしました。

▼詳しくはこちら
https://www.vanfu-vts.jp/course/aca.html




