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印刷で安心

SIAAマークつけられます！

技 術 認 証 取 得

PayPayで
お支払いできます

各種お支払方法対応してます！

新作イラスト 1 点追加

NEW!!

イラスト名刺注文書

050　『弘前地区環境整備センター』

裏表紙が注文用紙になっております



©津軽ひろさきマーチング委員会©津軽ひろさきマーチング委員会

魅力ある弘前市の明るい未来を描きたいという思いから活動母体となる「津
軽ひろさきマーチング委員会」を発足致しました。（マーチングとは「地域の
街づくり」のこと）
身近な風景をイラストにして、弘前の皆さんが地元を自慢できるコミュニケー

ションツールをつくりたい。弘前を愛するが故に地元の方のみならず。もっと
多くの人に弘前を知って頂きたいとの思いを込めて弘前のひと、まち、歴史を
繋ぐ「ひろさきひとまち百景」を発掘して参ります。地域の誇りを楽しみなが
ら探し、街自慢をすることで地域を良くして社会を良くしようという活動です。

津軽ひろさきマーチング委員会とは

※商品画像はイメージです。実物と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

津軽ひろさきマーチング委員会事務局（有限会社アサヒ印刷内）
りんご公園1F販売店（弘前市大字清水富田寺沢125）
まちなか情報センター1F販売店（弘前市土手町94-1）など

ひろさき　ひとまち百景 ＜商品紹介＞

ひろさき

ひとまち
百景

ポストカード

T シャツ アクリルスタンド

ふせん

ポチ袋

一筆箋

取扱
場所

facebook ページもあるので、ぜひご覧ください

Webでは、その他の商品や詳細情報を公開中

ひろさきひとまち百景 検索

ポストカード 一筆箋一筆箋

WEBショップはこちら ▼

オモテ

ウ　ラ

カラーは全4種
・ホワイト　・ブラック
・レッド　・ネイビー

ひろさき　ひとまち百景 ＜商品紹介＞

ふせん

※イラスト一覧は p6 ～ 10

イラスト人気ランキング

001『弘前城と下乗橋』

031『弘前城と岩木山』

047『弘南鉄道大鰐線と
　　　　弘前れんが倉庫美術館』

2



©津軽ひろさきマーチング委員会©津軽ひろさきマーチング委員会

魅力ある弘前市の明るい未来を描きたいという思いから活動母体となる「津
軽ひろさきマーチング委員会」を発足致しました。（マーチングとは「地域の
街づくり」のこと）
身近な風景をイラストにして、弘前の皆さんが地元を自慢できるコミュニケー

ションツールをつくりたい。弘前を愛するが故に地元の方のみならず。もっと
多くの人に弘前を知って頂きたいとの思いを込めて弘前のひと、まち、歴史を
繋ぐ「ひろさきひとまち百景」を発掘して参ります。地域の誇りを楽しみなが
ら探し、街自慢をすることで地域を良くして社会を良くしようという活動です。

津軽ひろさきマーチング委員会とは

※商品画像はイメージです。実物と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

津軽ひろさきマーチング委員会事務局（有限会社アサヒ印刷内）
りんご公園1F販売店（弘前市大字清水富田寺沢125）
まちなか情報センター1F販売店（弘前市土手町94-1）など

ひろさき　ひとまち百景 ＜商品紹介＞

ひろさき

ひとまち
百景

ポストカード

T シャツ アクリルスタンド

ふせん

ポチ袋

一筆箋

取扱
場所

facebook ページもあるので、ぜひご覧ください

Webでは、その他の商品や詳細情報を公開中

ひろさきひとまち百景 検索

ポストカード 一筆箋一筆箋

WEBショップはこちら ▼

オモテ

ウ　ラ

カラーは全4種
・ホワイト　・ブラック
・レッド　・ネイビー

ひろさき　ひとまち百景 ＜商品紹介＞

ふせん

※イラスト一覧は p6 ～ 10

イラスト人気ランキング

001『弘前城と下乗橋』

031『弘前城と岩木山』

047『弘南鉄道大鰐線と
　　　　弘前れんが倉庫美術館』

3



《原寸》 《原寸》

A タイプ（ヨコ型）

B タイプ（ヨコ型）
《原寸》 《原寸》

C タイプ（ヨコ型）
《原寸》 《原寸》

弘前城と岩木山

弘前市りんご公園

◎５０枚から承ります。裏表紙の注文書に必要事項をご記入いただきＦＡＸにてご注文ください。

1 デザインタイプ A～Eより、お好みのデザインをお選びください。　
※ 抗菌印刷、抗ウイルス印刷、トリプル印刷の場合、*各SIAAマークがつきます
※ SIAA マークの位置は変更できます

抗菌印刷バージョン

抗ウイルス印刷バージョン

トリプル ( 抗菌・防カビ、抗ウイルス ) 印刷バージョン

*

弘前城と下乗橋

弘前城と下乗橋

TAROU YAMADA

TEL. 0172-87-1118
FAX. 0172-87-5109

青森県弘前市青樹町3-6
〒036-8246

mail : yamada-tarou@asahiinsatsu.co.jp

山田 太郎営 業

弘前城と下乗橋

TAROU YAMADA

TEL. 0172-87-1118
FAX. 0172-87-5109

青森県弘前市青樹町3-6
〒036-8246

mail : yamada-tarou@asahiinsatsu.co.jp

山田 太郎営 業

弘前城と岩木山

TEL.0172-87-1118　FAX.0172-87-5109
Mail：yamada-tarou@asahiinsatsu.co.jp〒036-8246 青森県弘前市青樹町3-6

山田 太郎

営 業

TAROU YAMADA 弘前城と岩木山

TEL.0172-87-1118　FAX.0172-87-5109
Mail：yamada-tarou@asahiinsatsu.co.jp〒036-8246 青森県弘前市青樹町3-6

山田 太郎

営 業

TAROU YAMADA

弘
前
市
り
ん
ご
公
園

TEL.0172－87－1118 FAX.0172－87－5109
Mail：hirosaki-hanako@asahiinsatsu.co.jp〒036－8246 青森県弘前市青樹町3－6

HANAKO HIROSAKI弘前 花子総 務

弘
前
市
り
ん
ご
公
園

TEL.0172－87－1118 FAX.0172－87－5109
Mail：hirosaki-hanako@asahiinsatsu.co.jp〒036－8246 青森県弘前市青樹町3－6

HANAKO HIROSAKI弘前 花子総 務

◎５０枚から承ります。裏表紙の注文書に必要事項をご記入いただきＦＡＸにてご注文ください。

《原寸》 《原寸》

D タイプ（タテ型）

弘南鉄道大鰐線と弘前れんが倉庫美術館

Ｅタイプ（ヨコ型）
《原寸》

弘前公園から岩木山を眺める

《原寸》

デザインタイプをお選びください

抗菌印刷バージョン

抗菌印刷バージョン

弘南鉄道大鰐線と弘前れんが倉庫美術館

yamada-tarou@asahiinsatsu.co.jp

山田 太郎

青森県弘前市青樹町3-6
〒036-8246

0172-87-1118
0172-87-5109

TEL
FAX
MAIL

TAROU YAMADA

営 業

弘南鉄道大鰐線と弘前れんが倉庫美術館

yamada-tarou@asahiinsatsu.co.jp

山田 太郎

青森県弘前市青樹町3-6
〒036-8246

0172-87-1118
0172-87-5109

TEL
FAX
MAIL

TAROU YAMADA

営 業

営業

E-mail：yamada-tarou@asahiinsatsu.co. jp

〒036-8246 青森県弘前市青樹町3-6
TEL. 0172-87-1118 FAX. 0172-87-5109

弘前公園から岩木山を眺める

TAROU　YAMADA

山 田  太 郎

○○部 ○○○○課

営業

E-mail：yamada-tarou@asahiinsatsu.co. jp

〒036-8246 青森県弘前市青樹町3-6
TEL. 0172-87-1118 FAX. 0172-87-5109

弘前公園から岩木山を眺める

TAROU　YAMADA

山 田  太 郎

○○部 ○○○○課
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001『弘前城と下乗橋』 002『津軽藩ねぷた村』 003『中土手町商店街』

004『旧弘前偕行社』 005『最勝院から
                桶屋町を眺める』

006『最勝院五重塔』

007『吉野町緑地公園』 008『弘前駅前商店街』

2 名刺にはめ込む絵柄を、001～050またはC-01～08よりお選びください。　

この部分の絵柄が変更できます。
絵柄名称も同時に変更されます。

名刺に入れる絵柄をお選びください

◎５０枚から承ります。裏表紙の注文書に必要事項をご記入いただきＦＡＸにてご注文ください。

009『富田町弘前銘醸（株）倉庫』

◎５０枚から承ります。裏表紙の注文書に必要事項をご記入いただきＦＡＸにてご注文ください。

イラストについての詳細説明・概要はこちら ▼

010『中央弘前駅から
　　　　　　　土手町を眺める』

011『旧弘前偕行社中庭』 012『弘前昇天教会聖堂』

013『藤田記念庭園』 014『上白銀町弘前市役所通り』 015『富田の清水（しつこ）』

016『百石町展示館
　　　　（旧青森銀行津軽支店）』

017『蓬莱橋から土淵川を眺める』018『日本基督教団弘前教会』

019『弘前文化センター前津軽為信像と
　　　　　　　　　　　　NHK 弘前支局』

020『元寺町を眺める』 021『弘前 ヒロロ』
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◎５０枚から承ります。裏表紙の注文書に必要事項をご記入いただきＦＡＸにてご注文ください。

名刺に入れる絵柄をお選びください

022『りんご畑とお山参詣』 023『昭和５０年代の弘前駅前通り』 024『ねぷた 出陣前』

025『弘前公園から岩木山を眺める』 026『旧東奥義塾高等学校』 027『禅林街から見る長勝寺』

028『旧弘前市立図書館』 029『弘前大学正門』 030『弘前市民会館』

031『弘前城と岩木山』 032『弘前市立博物館』 033『弘前公園 追手門』

◎５０枚から承ります。裏表紙の注文書に必要事項をご記入いただきＦＡＸにてご注文ください。

イラストについての詳細説明・概要はこちら ▼

034『旧弘前市消防団
　　　　西地区第四分団屯所』

035『旧第八師団長官舎
　　　　　　（弘前市長公舎）』

036『青森銀行記念館
　　　　（旧第五十九銀行本店本館）』

037『弘前市りんご公園』 038『はるか夢球場
　　　　（弘前市運動公園野球場）』

039『弘前東高等学校』

040『弘前税務署』 041『弘前消防署』 042『弘前学院外人宣教師館』

043『岩木山神社』 044『東奥義塾高等学校礼拝堂』 045『（令和２年）旧弘前偕行社』
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043『岩木山神社』 044『東奥義塾高等学校礼拝堂』 045『（令和２年）旧弘前偕行社』
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◎５０枚から承ります。裏表紙の注文書に必要事項をご記入いただきＦＡＸにてご注文ください。

名刺に入れる絵柄をお選びください
イラストについての詳細説明・概要はこちら ▼

046『弘前れんが倉庫美術館』 047『弘南鉄道大鰐線と
　　　　弘前れんが倉庫美術館』

048『大森勝山遺跡と岩木山』

C-01 『（昭和47年）雪がほとんど
　　　　　　　降らなかった弘前駅』

C-02 『（昭和57年）弘前市中土手町
　　　　　　　　［上土手町方面］』

C-03 『（年代不明）弘前公園の観桜会』

C-04 『（昭和42年）弘前駅ホーム』 C-05 『（昭和38年）菊池薬局』

C-06 『（昭和42年）弘前公園の観桜会』 C-07 『（昭和30年頃）弘前郵便局前を
　　　　　　　　　　　行くねぷた』

C-08 『（昭和50年頃）土手町
　　　　　　　　　　  蓬莱橋より』

049『冬の弘南鉄道 中央弘前駅』 050『弘前地区環境整備センター』

ひろさきふるまち百景 イラスト一覧

ご注文頂きましたら、校正（印刷仕上がりイメージ）を

メールまたはFAXにて送信致します。

両面印刷について

抗菌印刷について

両面印刷は、裏面に英語表記が可能となっております。
英語表記のレイアウトタイプは注文書の備考欄へご記入
ください。また、レイアウトや書体の多少の変更も可能
ですので、ご希望の詳細を備考欄へご記入ください。

裏面Ａ

Asahi Printing Company Ltd.
Sales Division

3-6,Aoki-chou,
Hirosaki-city,Aomori 036-8246 Japan
TEL : (+81)172-87-1118　 FAX : (+81)172-87-5109
E-mail : yamada-tarou@asahiinsatsu.co.jp

Sales Staff

Taro Yamada

裏面Ｂ 裏面Ｃ

Asahi Printing Company Ltd.
Sales Division

3-6,Aoki-chou,Hirosak i-city,Aomor i 036-8246 Japan
TEL : (+81)172-87-1118　 FAX : (+81)172-87-5109
E-mai l : yamada-tarou@asahi insatsu.co.jp

Sales Staff

Taro Yamada

Asahi Printing Company Ltd.
Sales Division

3-6,Aoki-chou,
Hirosaki-city,Aomori 036-8246 Japan
E-mail : yamada-tarou@asahiinsatsu.co.jp

Sales Staff

Taro Yamada
T E L  : (+81)172-87-1118
F AX : (+81)172-87-5109

表面

印刷で安心

SIAAマークつけられます！

技 術 認 証 取 得

※ 抗菌印刷、抗ウイルス印刷、トリプル印刷の場合、
　　*各SIAAマークがつきます

※ SIAA マークの位置は変更できます

*

抗菌・防カビ・抗ウイルス
名刺に各種印刷が可能です

＋＋

細菌を長時間増やさない様に
すること。菌を一時的に死滅・
除去する殺菌・除菌とは区別
されます。

防カビ加工されていない製品
の表面と比較し、特定のカビ
の生育が基準より抑制されて
いること。

製品上の特定ウイルスの数を
減少させること。病気の治療
や予防を目的とするものでは
ありません。

抗 菌 防カビ 抗ウイルス

※SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に
　表示されています。

弘前城と下乗橋

TAROU YAMADA

TEL. 0172-87-1118
FAX. 0172-87-5109

青森県弘前市青樹町3-6
〒036-8246

mail : yamada-tarou@asahiinsatsu.co.jp

山田 太郎営 業
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両面印刷は、裏面に英語表記が可能となっております。
英語表記のレイアウトタイプは注文書の備考欄へご記入
ください。また、レイアウトや書体の多少の変更も可能
ですので、ご希望の詳細を備考欄へご記入ください。

裏面Ａ

Asahi Printing Company Ltd.
Sales Division

3-6,Aoki-chou,
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Sales Staff
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T E L  : (+81)172-87-1118
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表面

印刷で安心

SIAAマークつけられます！

技 術 認 証 取 得

※ 抗菌印刷、抗ウイルス印刷、トリプル印刷の場合、
　　*各SIAAマークがつきます

※ SIAA マークの位置は変更できます

*

抗菌・防カビ・抗ウイルス
名刺に各種印刷が可能です

＋＋

細菌を長時間増やさない様に
すること。菌を一時的に死滅・
除去する殺菌・除菌とは区別
されます。

防カビ加工されていない製品
の表面と比較し、特定のカビ
の生育が基準より抑制されて
いること。

製品上の特定ウイルスの数を
減少させること。病気の治療
や予防を目的とするものでは
ありません。

抗 菌 防カビ 抗ウイルス

※SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に
　表示されています。

弘前城と下乗橋

TAROU YAMADA

TEL. 0172-87-1118
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青森県弘前市青樹町3-6
〒036-8246

mail : yamada-tarou@asahiinsatsu.co.jp

山田 太郎営 業
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基本タイプ正面

はしゃぎタイプ お散歩タイプ 看板タイプ のぼりタイプ正面 のぼりタイプ斜め

基本タイプ真後ろ 基本タイプ斜め 基本タイプ右斜め 基本タイプ真横

●たか丸くん 通常バージョン

弘前市マスコットキャラクター「たか丸くん」が無料で
　　　　　　配置できます！

「弘前城と下乗橋」イラストの右下に
「のぼりタイプ斜め」のたか丸くんを配置、
のぼりの中に「たか丸くん」と表記希望

例（サンプルAの場合）

ご注文の際は、注文書の備考欄に
以 下 の よ うに ご 記 入 く だ さ い

ご注文頂きましたら、校正（印刷仕上がりイメージ）を
メールまたはFAXにて送信致します。

名刺印刷オプションサービス

た
か
丸
く
ん

弘前城と下乗橋

TAROU YAMADA

TEL. 0172-87-1118
FAX. 0172-87-5109

青森県弘前市青樹町3-6
〒036-8246

mail : yamada-tarou@asahiinsatsu.co.jp

山田 太郎営 業た
か
丸
く
ん

サンプル A

弘
前
市
り
ん
ご
公
園

TEL.0172－87－1118 FAX.0172－87－5109
Mail：hirosaki-hanako@asahiinsatsu.co.jp〒036－8246 青森県弘前市青樹町3－6

HANAKO HIROSAKI弘前 花子総 務

サンプル B

SDGs 等のアピールに
おすすめです！

お城移動 正面タイプ

つるはしタイプ 誘導棒タイプ

スコップタイプ

ドリルタイプ

ショベルカータイプ

たか丸くん
弘前ねぷた 300 年祭 ver. 弘前ねぷた 300 年祭ロゴマーク

お城移動 斜めタイプ

さらに 弘前城本丸石垣修理中の今におすすめ！

弘前ねぷた300年祭ロゴマーク・たか丸くん

●エコバージョン　たか丸くん

エコ 1 エコ 2 エコ 3

エコバージョンたか丸くん・いのっちも配置できます！

市立博物館が所蔵している縄文時代（約4,000年前）
の猪形土製品が国指定の重要文化財に指定され、
そのかわいらしい姿から「いのっち」という愛称で
呼ばれ、親しまれています。

このキャラクターは、「いのっち」を幅広く活用する
ため、平成27年2月に弘前市内の全中学生を対象に
開催した「いのっち」キャラクターデザイン画展
で、優秀作品に輝いた作品をもとにデザイン化した
ものです。

弘前市立博物館マスコットキャラクター

「いのっち」

●たか丸くん 工事バージョン
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さらに 弘前城本丸石垣修理中の今におすすめ！

弘前ねぷた300年祭ロゴマーク・たか丸くん

●エコバージョン　たか丸くん

エコ 1 エコ 2 エコ 3

エコバージョンたか丸くん・いのっちも配置できます！

市立博物館が所蔵している縄文時代（約4,000年前）
の猪形土製品が国指定の重要文化財に指定され、
そのかわいらしい姿から「いのっち」という愛称で
呼ばれ、親しまれています。

このキャラクターは、「いのっち」を幅広く活用する
ため、平成27年2月に弘前市内の全中学生を対象に
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マーチングイラスト名刺 Q&A

A．制作スタッフが翻訳して校正を作成します。

Q．裏面印刷も希望ですが、英語表記が分かりません。

A．本カタログ内「名刺印刷オプションサービス（p12）」を参考に、裏表紙の FAX 注文書
　　< 備考欄 > に追加内容をご記入ください。

Q．たか丸くんを入れたいです。

A．カタログに掲載しているデザイン以外の名刺作成をご希望の場合は、完成イメージが
分かる見本や原稿をいただければ作成可能です。マーチングイラスト名刺と料金が
異なりますので、お問合せください。

Q．普通の名刺を作りたいです。

A．前回から修正がなければ、「前回と同じ」とご注文時にお伝えください。修正がある
場合は、修正内容を記載したメールを送信いただき、大幅に変更する場合は再度 FAX
注文書をご記入ください。

Q．次回注文する場合は？

A．メールアドレスのミスや通信障害等が原因の可能性がありますので、お手数をおかけ
しますが、事務局 ( ㈲アサヒ印刷：0172-87-1118) にお電話でご連絡ください。

Q．校正が届きません。

A．商品が完成しましたら、営業より納品前にご連絡後納品します。お支払いは納品と
同時にお願いします（現金 or キャッシュレス）。

Q．納品までの手順が知りたいです。

A．ご注文をいただいた後の校正確認の回数によりますが、校正が校了（修正なし）に
なりましたら、３～５日お時間をいただきます。

Q．納期はどれくらいかかりますか？

詳細はスタッフまでお尋ねください。

A．指定の色がありましたら、CMYKの数値をお伝えいただくか、色が分かる見本（実物、
画像など）をご準備いただければ変更可能です。

Q．ラインの色を変えたいです。

※できる限り見本と近い色で作成いたしますが、実際の色と異なる場合があります。ご了承ください。追加料金はかかりません。

パズルゲームアプリ「パズリィハウス」と
津軽ひろさきマーチング委員会がコラボしました！

津軽ひろさきマーチング委員会に対する
アンケートにご協力をお願いします。

津軽ひろさきマーチング委員会のサービス向上とより良い商品のご提供のために執り行っております。
アンケートに入力された個人及び団体や法人の情報については、津軽ひろさきマーチング委員会（有限会
社アサヒ印刷内）において最先端の機能やサービスを開発・提供するためにのみ利用し、個人情報の保
護に細心の注意を払うものとします。このプライバシーポリシーの適用範囲は、有限会社アサヒ印刷で提
供されるサービスのみであります。

ひろさきひとまち百景のイラストで
　　　　　　パズルゲームができます！ ダウンロードはこちら

［Google Play］［App Store］

　　　　　　パズルゲームができます！

・「ひろさきひとまち百景」に追加してほしい場所
・「ひろさきひとまち百景」を使った新商品

その他ご相談、ご要望も受け付けております！
アンケートはこちら

▲
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マーチングイラスト名刺 Q&A

A．制作スタッフが翻訳して校正を作成します。

Q．裏面印刷も希望ですが、英語表記が分かりません。

A．本カタログ内「名刺印刷オプションサービス（p12）」を参考に、裏表紙の FAX 注文書
　　< 備考欄 > に追加内容をご記入ください。

Q．たか丸くんを入れたいです。

A．カタログに掲載しているデザイン以外の名刺作成をご希望の場合は、完成イメージが
分かる見本や原稿をいただければ作成可能です。マーチングイラスト名刺と料金が
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場合は、修正内容を記載したメールを送信いただき、大幅に変更する場合は再度 FAX
注文書をご記入ください。

Q．次回注文する場合は？

A．メールアドレスのミスや通信障害等が原因の可能性がありますので、お手数をおかけ
しますが、事務局 ( ㈲アサヒ印刷：0172-87-1118) にお電話でご連絡ください。

Q．校正が届きません。

A．商品が完成しましたら、営業より納品前にご連絡後納品します。お支払いは納品と
同時にお願いします（現金 or キャッシュレス）。
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A．ご注文をいただいた後の校正確認の回数によりますが、校正が校了（修正なし）に
なりましたら、３～５日お時間をいただきます。

Q．納期はどれくらいかかりますか？

詳細はスタッフまでお尋ねください。

A．指定の色がありましたら、CMYKの数値をお伝えいただくか、色が分かる見本（実物、
画像など）をご準備いただければ変更可能です。

Q．ラインの色を変えたいです。

※できる限り見本と近い色で作成いたしますが、実際の色と異なる場合があります。ご了承ください。追加料金はかかりません。

パズルゲームアプリ「パズリィハウス」と
津軽ひろさきマーチング委員会がコラボしました！

津軽ひろさきマーチング委員会に対する
アンケートにご協力をお願いします。

津軽ひろさきマーチング委員会のサービス向上とより良い商品のご提供のために執り行っております。
アンケートに入力された個人及び団体や法人の情報については、津軽ひろさきマーチング委員会（有限会
社アサヒ印刷内）において最先端の機能やサービスを開発・提供するためにのみ利用し、個人情報の保
護に細心の注意を払うものとします。このプライバシーポリシーの適用範囲は、有限会社アサヒ印刷で提
供されるサービスのみであります。

ひろさきひとまち百景のイラストで
　　　　　　パズルゲームができます！ ダウンロードはこちら

［Google Play］［App Store］

　　　　　　パズルゲームができます！

・「ひろさきひとまち百景」に追加してほしい場所
・「ひろさきひとまち百景」を使った新商品

その他ご相談、ご要望も受け付けております！
アンケートはこちら

▲
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ご注文枚数

〒036-8246 青森県弘前市青樹町 3-6 有限会社アサヒ印刷内
TEL：0172-87-1118　http://www.hiro-marching.sakura.ne.jp/

FAX.0172-87-5109FAX注文書

50枚
100枚
100枚イラスト2種セット

通常印刷（加工なし）

抗菌印刷
抗ウイルス印刷
トリプル印刷

基本パターン

基本パターン

※ご希望のデザインタイプ・イラスト番号及び数量をご記入ください。

「津軽ひろさきマーチング委員会」事務局

デザインタイプ イラスト番号数　量 印刷仕様 加　工

【どちらかに○をつけて下さい】【いずれかに○をつけて下さい】【セット数をご記入して
下さい（例：200枚→ 2 ）】

【基本パターン】

【イラスト2種セット】

【A～Eよりお選び下さい】

【枚数パターンに○をつけて下さい】

片面印刷（カラー）
・

両面印刷
（表：カラー/裏：黒１色）

片面印刷（カラー） 両面印刷（カラー/黒１色）

基本パターン 2,100円

2,700円

3,200円

2,600円

3,300円

3,800円

50枚印刷
基本パターン

100枚印刷
イラスト２種セット

100枚印刷

通常印刷（税込）

でのお支払いが可能に！

片面抗菌（カラー） 両面抗菌（カラー/黒１色）

基本パターン 3,100円

4,200円

4,700円

4,100円

5,300円

5,800円

50枚印刷
基本パターン

100枚印刷
イラスト２種セット

100枚印刷

抗菌印刷（税込）

※抗菌加工を施した総額です。

片面印刷（カラー） 両面印刷（カラー/黒１色）

基本パターン 3,700円

4,800円

5,600円

4,600円

5,800円

6,700円

50枚印刷
基本パターン

100枚印刷
イラスト２種セット

100枚印刷

抗ウイルス印刷
（税込） 片面印刷（カラー） 両面印刷（カラー/黒１色）

基本パターン
4,200円

5,400円

6,400円

5,200円

6,600円

7,600円

50枚印刷
基本パターン

100枚印刷
イラスト２種セット

100枚印刷

トリプル印刷
【抗菌・防カビ,抗ウイルス】（税込）

※抗菌・防カビ、抗ウイルス加工を施した総額です。

（抗菌・防カビ、抗ウイルス加工）（50枚×2種）

（※校了後3営業日） （※加工：印刷後2日程かかります）

※抗ウイルス加工を施した総額です。

●名刺に記載する内容をご記入ください。

〒

〒

（ ）

（ ）

フリガナ

英語表記

お名前 ご住所

納品/配送先

部名・課名

会社名

差し支えなければご異動の方は、異動前の部 名・課名をお願いします。

役職

どちらかに〇をつけて下さい

ロゴデータ 有・無
電話番号

（ ）

携帯番号

メールアドレスFAX

連絡先に指定

連絡先に指定

連絡先に指定

上記住所と同じ 下記住所 ご来店お引き取り

〈備 考欄〉 漢字の注 意点、配 送 先やご連 絡先が異なる等、ご要望がありましたらご記入ください。




