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イラスト名刺注文書

　魅力ある酒田市・庄内地方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「しょうないマー
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、庄内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。庄内を愛するが故に地元の方のみならず。もっと多くの人に庄内を知って頂きたいとの思いを込
めて庄内のひと、まち、歴史を繋ぐ「湊町酒田百景」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、社会を良くしようという活動です。

しょうないマーチング委員会とは

両面印刷について
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
ウトタイプを［A・B・C］から選び注文書の備考欄へご記入ください。ま
た、掲載する英語表記（ご住所・会社名・役職など）全てを必ずご記入く
ださい。

FAX 0234-23-3449

ご注文枚数

●名刺に記載する内容をご記入ください。

〒998-0874 山形県酒田市新橋1-1-22
TEL：0234-22-3922　E-mail：info@kitaboshi.com
http://www.kitaboshi.com/

ご注文はFAXにて承っております

FAX.0234-23-3449【イラスト名刺】FAX注文書

（ ）
（ ）

フリガナ

英語表記

お名前

住所

係名会社名 課名 役職

電話番号

（ ）携帯番号

メールアドレスFAX

〒

100枚印刷基本パターン
※ご希望のデザインタイプ・イラスト番号及び枚数をご記入ください。

北星印刷株式会社 しょうないマーチング委員会 事務局

▪印刷仕様

▪弊社にてお渡し（500円割引）

片面印刷（カラー） 両面印刷（カラー/黒１色）

▪デザインタイプ ▪イラスト番号 ▪枚数

片面印刷（カラー） 両面印刷（カラー/黒１色）

基本パターン 3,000円
2,500円
弊社にてお渡しの場合［ ］

4,000円
3,500円
弊社にてお渡しの場合［ ］100枚印刷

料金表（税込）

まちイラストで、まち自慢＆まちおこし！
しょうないマーチング委員会は、「まちイラスト」を通して

北星印刷株式会社

住民・商店・企業を繋ぐ
プラットホームを目指しています。

裏面Ａ
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裏面Ｂ 裏面Ｃ
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表面

※裏面は黒１色での印刷となります

（100枚単位でのご注文となります）

〈備考欄〉 漢字の注意点、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。
［両面印刷］でご注文の方は、裏面のレイアウトタイプ［A・B・C］の指定、掲
載する英語表記（ご住所・会社名・役職など）全てを必ずご記入ください。

お名前等の情報を入
れない、イラストのみ
を印刷した状態での
納品となります。

ご希望のデザインとイ
ラストをお選びくださ
い。

「台紙のみ」のご注文も出来ます

デザインタイプ イラスト番号 枚数

枚

台紙のみ 2,000円100枚印刷

※デザインタイプ［A］イラスト番号［003］の「台紙のみ」の例

（100枚単位でのご注文となります）

料金（税込）

酒田市役所と酒田大獅子

酒田市役所と酒田大獅子

TAROU KITABOSHI

TEL. 0234-22-3922
FAX. 0234-23-3449

山形県酒田市新橋1-1-22
〒998-0864

北星 太郎

北星印刷株式会社
○○○○課 ○○○○係

課 長

mail : info@kitaboshi.com

希望する 希望しない

※どちらかにチェック を入れてください。
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2

1 デザインタイプ A～Cより、お好みのデザインをお選びください。　

《原寸》 《原寸》

A タイプ（ヨコ型）

B タイプ（ヨコ型）
《原寸》 《原寸》

酒田市役所と酒田大獅子 日和山公園 北前船と六角灯台

酒田市役所と酒田大獅子 日和山公園 北前船と六角灯台

日和山公園 北前船と六角灯台

日和山公園 北前船と六角灯台
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酒田市役所と酒田大獅子

酒田市役所と酒田大獅子

TAROU KITABOSHI

TEL. 0234-22-3922
FAX. 0234-23-3449

山形県酒田市新橋1-1-22
〒998-0864

北星 太郎
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課 長
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◎１００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。

001『日和山公園 北前船と六角灯台』 002『本間美術館 鶴舞園』 003『酒田市役所と酒田大獅子』

004『旧鐙屋』 005『舞娘茶屋 相馬樓 / 竹久夢二美術館』 006『本間家旧本邸』

007『山王くらぶ』 008『雛めぐり』 009『酒田山王祭礼用亀笠鉾』

010『山居倉庫』

《原寸》 《原寸》

C タイプ（タテ型）

酒田市役所と酒田大獅子 日和山公園 北前船と六角灯台

課長
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山形県酒田市新橋1-1-22
〒998-0864

0234-22-3922
0234-23-3449

北星印刷株式会社
○○課 ○○○○係

TEL
FAX
MAIL

TAROU KITABOSHI

2 名刺にはめ込む絵柄を、001～010よりお選びください。　

この部分の絵柄が変更できます。
キャプションも同時に変更されます。
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※文字数によりデザインが変わる場合があります。

酒田市役所と酒田大獅子 日和山公園 北前船と六角灯台
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イラスト名刺注文書

　魅力ある酒田市・庄内地方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「しょうないマー
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、庄内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。庄内を愛するが故に地元の方のみならず。もっと多くの人に庄内を知って頂きたいとの思いを込
めて庄内のひと、まち、歴史を繋ぐ「湊町酒田百景」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、社会を良くしようという活動です。

しょうないマーチング委員会とは

両面印刷について
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
ウトタイプを［A・B・C］から選び注文書の備考欄へご記入ください。ま
た、掲載する英語表記（ご住所・会社名・役職など）全てを必ずご記入く
ださい。

FAX 0234-23-3449

ご注文枚数

●名刺に記載する内容をご記入ください。

〒998-0874 山形県酒田市新橋1-1-22
TEL：0234-22-3922　E-mail：info@kitaboshi.com
http://www.kitaboshi.com/

ご注文はFAXにて承っております

FAX.0234-23-3449【イラスト名刺】FAX注文書

（ ）
（ ）

フリガナ

英語表記

お名前

住所

係名会社名 課名 役職

電話番号

（ ）携帯番号

メールアドレスFAX

〒

100枚印刷基本パターン
※ご希望のデザインタイプ・イラスト番号及び枚数をご記入ください。

北星印刷株式会社 しょうないマーチング委員会 事務局

▪印刷仕様

▪弊社にてお渡し（500円割引）

片面印刷（カラー） 両面印刷（カラー/黒１色）

▪デザインタイプ ▪イラスト番号 ▪枚数

片面印刷（カラー） 両面印刷（カラー/黒１色）

基本パターン 3,000円
2,500円
弊社にてお渡しの場合［ ］

4,000円
3,500円
弊社にてお渡しの場合［ ］100枚印刷

料金表（税込）

まちイラストで、まち自慢＆まちおこし！
しょうないマーチング委員会は、「まちイラスト」を通して

北星印刷株式会社

住民・商店・企業を繋ぐ
プラットホームを目指しています。
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表面

※裏面は黒１色での印刷となります

（100枚単位でのご注文となります）

〈備考欄〉 漢字の注意点、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。
［両面印刷］でご注文の方は、裏面のレイアウトタイプ［A・B・C］の指定、掲
載する英語表記（ご住所・会社名・役職など）全てを必ずご記入ください。

お名前等の情報を入
れない、イラストのみ
を印刷した状態での
納品となります。

ご希望のデザインとイ
ラストをお選びくださ
い。

「台紙のみ」のご注文も出来ます

デザインタイプ イラスト番号 枚数

枚

台紙のみ 2,000円100枚印刷

※デザインタイプ［A］イラスト番号［003］の「台紙のみ」の例

（100枚単位でのご注文となります）

料金（税込）
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北星印刷株式会社
○○○○課 ○○○○係

課 長

mail : info@kitaboshi.com

希望する 希望しない

※どちらかにチェック を入れてください。


