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オリジナルアイテムで
心地良い毎日を

Original 
Tote&Bottle



“お気に入りのものを長く使う”、それが今の気分。

ナチュラルな素材のアイテムこそ

使うほどに肌になじんで愛着がわくもの。

あなたの暮らしに合った、とっておきのアイテムを作りませんか。

I tems

持ち歩こう、
心地良い毎日



※表示は税抜き価格です。

Vanfu 渋谷店

月～金 ： 10：00～19：00
（祝日、年末年始を除く）

Vanfu 青山店

年中無休 ： 11：00～20：00
（年末年始を除く）

Tel : 03-5413-1470 Tel : 03-5485-7197

上記アイテム、サンプル展示・販売中

さらりとした手触りの良さが魅力の

生地。細長い持ち手で、しっかり肩に

かけられます。折りたたんで、持ち歩

き用のサブバッグにもおすすめ。

軽やかなトートで出かけよう

シャンブリック
ラウンドボトムバッグ
¥2,600/1個

I tem

01

リネンとコットンを掛け合わせた優し

い風合いのコットンリネン素材の巾着。

小物入れはもちろん、ギフトのラッピン

グ、企業ノベルティにも。

肌触りの良い巾着にお気に入りを

コットンリネン巾着（M）
¥1,420/1個

02

I tem

真空二層構造なのにスリムな直径約

55mm。内ブタが取れ、洗いやすい 

形状。カバンに入れやすく、通勤や通学

にもぴったり。

毎日の珈琲を、マイボトルに

ステンレスボトルスリム
270ml
¥2,400/1個

03

I tem

※展示内容は変更の可能性があります。



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

サービスの詳細は、都内に7店舗、大阪に

1店舗を構えるバンフー各店、担当営業、

またはオンラインショップまでお問い合わ

せください。

ビジネス用はもちろん、クラブやサークルなどの団体から個人まで、

用途に合わせた名刺や封筒の印刷を承ります。

▶3つの窓口からお問い合わせください

 Papers

バンフーの竹橋プリンティングセンターは 2009 年 3月、FSC ®森林

認証を取得（FSC CoC 番号 SA-COC-002028）し、FSC 認証印刷用紙を 

使用した印刷物に「FSCのロゴマーク」を表示できるようになりました。

※ FSC森林認証制度とは、「適切な森林管理」に従って森林の管理がなされていること
を国際的な非営利組織「FSC（Forest Stewardship Council®：森林管理協議会）」
が認定した第三者機関によって評価・認証する制度です。

WEB店舗 営業 

お気軽にご相談ください！

“eco”が魅力の豊富なラインナップ！

① ② ③ ④

① eco名刺 （オンデマンド印刷）
¥2,600/100枚～

廃材や古紙を利用した用紙にプリント。環境
に配慮したビジネス活動ができます。

④ 間伐材封筒
¥4 ,200/100枚～

間伐作業の際に出る間伐材
をパルプ原料とした封筒へ
の刷り込み印刷です。

③ FSC®森林認証封筒
¥3 ,520/100枚～

森林認証パルプと古紙パル
プをバランス良く配合した封
筒。裏面にFSCマーク入り。

② クリーン窓封筒
¥4 ,400/100枚～

そのまま古紙回収に出せる紙製の窓付封筒。
紙とフィルムを分別する必要がありません。

FS

C認
証マーク入り 間

伐材
マーク入り

環境に配慮した名刺･封筒で
新生活も心地良く



　　

　株式会社ベスト - アニバーサリー様は、結

婚式の衣裳・ヘアメイク・撮影をはじめとする、

ウェディングの総合プロデュースを手がけて 

いらっしゃいます。また、大切な記念日の写真

を残せるフォトサービスも展開されています。今回は、アニバーサリーフォト

サービス「P
フ ォ ト プ ラ

hotopla+」について詳しくご紹介いたします。

　P
フ ォ ト プ ラ

hotopla+は、お客様の特別な思い出を写真に残すためのサービス

です。現在はウェディングや七五三などのアニバーサリーフォトプランを

メインにご提案されています。

　お客様の笑顔を第一に、最高の記念日を提供 

できるよう、カメラマンやヘアメイクスタッフなど 

各分野のプロフェッショナルが在籍。フォトスタ 

ジオは都内だけでなく、ハワイ・沖縄・大阪など計 

8ヶ所に展開。スタジオでの撮影はもちろん、レインボーブリッジや有名

庭園などでのロケーションフォトも可能です。他にも本格的なチャペ

ル、結婚式場での撮影ができます。結婚式の前撮りやフォトウェディン

グに利用されるお客様が多いとのこと。また、心から喜んでいただくため、 

できる限りお客様のご要望に合わせて柔軟に対応されていらっしゃいます。

　今後はウェディングや七五三にとどまらず、お宮参りや成人式などお客様

の一生に寄り添ったプランの展開で、心に残る記念日をプロデュースいた

だけるそうです。ぜひ一度、ご利用し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。

お客様の事業内容をご紹介します！

会社概要

今月は... 営業2課 荒川のお客様

特別な思い出をカタチで残す

株式会社ベスト - アニバーサリー 様



お 客 様 紹 介

＜担当営業へメッセージ＞

以前インビテーションカードをご依

頼した際、自社の実績だけでなく、荒

川さんが既製品のカードをサンプル

として買ってきて見せてくれました。

そういった提案力や、愛されるキャラ

クターが素敵だなと感じています。

▲帆風 荒川、株式会社ベスト - アニバーサリー 植木様、島袋様

担当営業の通知表

営業 2 課 荒川

お客様に評価をお願いしました

1. 迅速な対応 ★★★

2. 笑顔 ★★★

3. 結婚意欲 ♥♥♥

＜帆風との関わり＞

前任の担当者様より継続してお付き合い

いただいており、パンフレットやインビテー

ションカードをご依頼いただいています。

弊社営業の明るさや提案力を評価いただ

きました。

★

♥♥



2月はバレンタイン、3月はホワイトデーと贈り物をする機会が増える時期です。そんな

ときに役立つラッピングバッグをご用意しました。

2種類サイズがございますので、いろいろなものを入れてご利用いただけます。

平袋型なので封筒のように使うほか、テトラバッグという三角形にする包み方もご提案

しております。封をするテープ型シールも付いているので、これだけでラッピングが完成

します。贈る方も贈られる方にもお楽しみいただけます。

＜ラッピングバッグ＞
印刷方法 オフセット印刷
サイズ （大）W120×H120mm

（小）W80×H80mm
色数 3色（M+Y+K）／0色
用紙 NTラシャ ベージュ

四六70kg
加工 型抜き、製袋

Tetra wrapping bag 贈るのが楽しくなるラッピングバッグ
企画：Vanfu 竹橋店 フロントアドバイザー　目堅

2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

▲

バンフーマンスリーギフト 検 索

＜シール＞
印刷方法 オフセット印刷
サイズ W120×H100mm
色数 4色
用紙 上質タック
加工 ハーフカット、断裁

＜台紙＞
印刷方法 オフセット印刷
サイズ W120×H163mm
色数 4色 /0色
用紙 マットカード

四六 180kg
加工 スジ入れ、断裁

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

ラッピングに
おすすめ！

バンフーからの情報をお届けします

オリジナルギフトサイトomoiireは1周年を迎え、

今年も様々な挑戦をしてまいります。

この度、宮城県のブランド米「いざ初陣」との名

入れギフトセットをリリースしました。伊達政宗

にちなんだお米で、受験や起業など、あらゆる

チャレンジを応援するギフトにご活用ください。

1周年
皆さまのおかげで




