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当社子会社「株式会社筆まめ」 
会社で使う年賀状を、まるごとおまかせ！デザインから注文できる 
『筆まめネットプリント おまかせビジネス年賀状』 

２０１６年１１月１７日（木）サービス開始 
 

当社子会社である株式会社筆まめ（代表取締役社長︓萩原義博）が、会社で送る年賀状のデザイン制作・デザイン面と
宛名面の印刷・投函・発送を一括して注文できる法人専用サービス、『筆まめネットプリント おまかせビジネス年賀状』の提供を、
2016年 11月 17日（木）に開始いたしますので、別添資料のとおりお知らせいたします。 
 
 

 
添付資料 
会社で使う年賀状を、まるごとおまかせ︕デザインから注文できる『筆まめネットプリント おまかせビジネス年賀状』 
２０１６年１１月１７日（木）サービス開始 
 
【リリースに関するお問合せ】 
株式会社ソフトフロントホールディングス 
グループ業務推進室 見海 
TEL︓03-3568-7007 FAX : 03-3568-7008 
E-mail : press@softfront.co.jp 
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株式会社筆まめ（本社：東京都港区、代表取締役社長：萩原義博 以下筆まめ）は、会社で送る年賀状のデザイン制作・

デザイン面と宛名面の印刷・投函・発送を一括して注文できる法人専用サービス、『筆まめネットプリント おまかせビジネス

年賀状』の提供を、2016 年 11 月 17 日（木）に開始いたします。 

今年の注文は先着 100 社限定となっており、専用の受付ページで承ります。価格は、年賀はがき代・デザイン制作費・両

面の印刷代・投函代行費・送料込みで、100 枚 72,000 円（税抜）からとなります。 

サービス受付ページ：https://cloud.fudemame.jp/omakase/ 

 

本サービスは、「年賀はがきの購入」、「年賀状デザインの作成」、「デザインと宛名の印刷」を行ったうえ、投函もしくはご

希望の場所へ納品する法人向けサービスです。お申し込みは、インターネットの専用受付ページから承ります。 

デザイン面のレイアウトや雰囲気、賀詞（謹賀新年など）を選び、その他の要望を入力するだけで、オリジナルの年賀状

デザインを注文できます。さらに、デザイン案の修正を、2 回まで承ります。 

また、お持ちの宛名データをお預かりして、宛名の印刷まで行います。宛名は縦書き・横書きが選べるほか、広告スペー

スの有無や載せたい内容もご指定いただけるので、お得意様への年始のご挨拶はもちろん、宛名面を活用してお知らせを

兼ねた年賀状を送ることも可能です。 

優れたサービス品質を提供するため、本年は先着 100 社限定で注文を承ります。 

 

 

１．デザイン制作から宛名印刷・投函まで、まるごとおまかせのサービスです。 

デザイン面のレイアウトや雰囲気、賀詞（謹賀新年など）を選び、挨拶文や差出人情報などを入力するだけで、オリジナル

のデザインを制作します。また、宛名データをお預かりして、宛名の印刷も行います。 

印刷した年賀状は、投函代行、または納品をお選びいただけます。 

 

２．デザインは、「筆まめ」のデザイナーによるオーダーメイド。修正のご要望にもお応えします（2 回まで）。 

年賀状のマナーやデザインのコツを熟知した「筆まめ」のデザイナーが、ご要望に沿ってデザインを制作してご提案します。

「もう少し、こうしたい」という時の修正も、2 回まで承ります。もちろん、追加料金はいただきません。 

 

３．会社・お店のロゴ、お得意様へのお知らせ・ご案内も入れられます。 

デザインの中に、会社やお店のロゴを入れることができます。 

また、宛名面を活用して、セールやご優待、キャンペーン等のお知らせ・ご案内を入れることもできます。 

 

４．分かりやすい料金体系です。 

はがき代・デザイン制作費・両面印刷代・投函代行費・送料まで、すべて込みの料金体系です。 

 

 

 

 

 

 

報道関係各位 

会社で使う年賀状を、まるごとおまかせ！デザインから注文できる 

『筆まめネットプリント おまかせビジネス年賀状』 
２０１６年１１月１７日（木）サービス開始 

『筆まめネットプリント おまかせビジネス年賀状』 サービス概要 

『筆まめネットプリント おまかせビジネス年賀状』 の特長 

https://cloud.fudemame.jp/omakase/
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【サービス概要】 

■サービス名 ： 筆まめネットプリント おまかせビジネス年賀状 

■注文受付期間 ： 2016 年 11 月 17 日（木）～12 月 22 日（木） （最終日の注文受付は、17 時までとなります） 

【元旦到着、年内お届けについてのご注意】 

12 月 6 日（火）までのご注文については、下記の校了日にて元旦到着、年内お届けが可能です。 

●投函代行をご希望の場合、12 月 22 日（木）17 時までの校了分を、元旦到着として受付します。 

●納品をご希望の場合、12 月 19 日（月）17 時までの校了分が 12 月 27 日（火）頃のお届けとなり

ます。 

■料金（税抜） ： 100 枚まで・・・・72,000 円 

101～200 枚・・・85,000 円 

201～300 枚・・・95,000 円 

301 枚以上・・・・お問い合わせ窓口へご相談ください 

【上記料金に含まれるもの】 

基本料金、デザイン制作費（デザイン提案 2 回まで）、宛名面・デザイン面の印刷費（フルカラー両面※オン

デマンド印刷）、年賀はがき代、投函代行費、納品の場合の送料 

■お支払方法 ： 株式会社ラクーンが提供する決済代行サービス「Paid」を使用した請求書決済のみ対応しています。

事務局よりお送りするご案内に従って、「Paid」に会員登録の上、お支払いください。 

■ご納品について ： 印刷された年賀状の発送は、2016 年 12 月 2 日（金）以降となります。（校了後、3 営業日で発送） 

投函代行をご希望の場合、2016 年 12 月 15 日（木）以降に投函いたします。 

■ご注文可能な時間 ： 注文受付期間中は、24 時間ご注文いただけます。 

ただし、ご注文の確認、お客様とのご連絡は、月曜～金曜（祝日を除く）の 9 時～18 時に行います。 

土日・祝日、および平日の 18 時以降にお申込みいただいた場合は、翌営業日の受付となります。 

■営業日について ： 月曜～金曜（祝日を除く）9 時～18 時 

 

 

≪年賀状デザインの修正について≫ 

初回のデザイン提案に対する修正、2 回目のデザイン提案に対する修正の 2 回まで承ります。 

 

≪ご注文のキャンセルについて≫ 

2 回目の修正案を受け取られるまでの間は、キャンセルが可能です。 

 

『筆まめネットプリント おまかせビジネス年賀状』について 

『筆まめネットプリント おまかせビジネス年賀状』は、デジタルポスト株式会社の印刷・郵送機能およびインフラにより提供

するサービスです。 

 

 

年賀状のデザインは、完成イメージです。 
実際に納品・投函されるものとは異なります。 
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ご注文の受付後、最短 9 営業日で発送・投函 ※ いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お客様からのデザイン修正のご依頼、最終確認のご連絡、お支払い完了のタイミングにより、納品発送・投函の日は変動します。 

※印刷された年賀状の発送は、2016 年 12 月 2 日（金）以降となります。 

※投函代行をご希望の場合、2016 年 12 月 15 日（木）以降に投函いたします。 

 

【Paid でのお支払い方法について】 

お支払方法は、銀行振込、もしくは口座振替（指定口座からの引き落とし）、締め日は 20 日もしくは月末から、

ご希望のものをお選びいただけます。 

 

■Copyright・商標 

Copyright 2016 FUDEMAME CO.,LTD. 

筆まめは、株式会社筆まめの登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 
 

■企画・開発・販売 

株式会社筆まめ 
 

■株式会社筆まめ 会社概要 

はがき・住所録ソフト「筆まめ」シリーズ、DTP ソフト「パーソナル編集長」シリーズ、フォトムービー作成ソフト「デジカメ de!!ム

ービーシアター」シリーズなどを企画・開発し、それらを個人向け製品や、法人向けライセンス製品として提供。また、CRM・

SFA アプリケーション「筆まめクラウド顧客管理」や、Web ブラウザ上で年賀状作成が行える「Web 筆まめ」、住所録の作成・

編集・管理が行える「筆まめクラウド住所録」、名刺管理アプリ「筆まめ名刺管理」など、各種Webサービスやスマートフォン・

タブレットアプリを展開しています。 
http://www.fudemame.co.jp/ 

 

■本件に関する読者のお問い合わせ先 

担当 ：株式会社筆まめ 筆まめネットプリント おまかせビジネス年賀状 事務局 

連絡先 ：Mail cloud_sales@fudemame.co.jp 

ご注文までの流れ 

ご注文から納品発送・投函までの流れ 

２．掲載内容やご要望を入力 

あいさつ文、差出人の情報、広告内容など 
３．ご注文 

１． レイアウトを 

選択 

デザイン面、宛名面それぞれで、レイアウトの選択、ご要望を記載いただけます。 

デザイン面：レイアウトパターン/ 

デザインテイスト/賀詞の選択 など 

宛名面：レイアウトパターン/ 

広告スペースの有無の選択 など 

事務局よりお送りするご案内に従

って「Paid」に会員登録の上、お支

払い手続きをお願いいたします。

手続きの完了確認後、年賀状の印

刷を開始いたします。 

http://www.fudemame.co.jp/
mailto:cloud_sales@fudemame.co.jp


 

 

4 

 

■本件に関する報道関係のお問い合わせ先 

担当 ：株式会社筆まめ 経営戦略室 有田 

連絡先 ：TEL 03-6414-6270    FAX 03-6414-6271   Mail pr@fudemame.co.jp 

〒108-0014 東京都港区芝 4-5-10 

株式会社筆まめ：http://www.fudemame.co.jp/  筆まめネット：http://fudemame.net/ 
 

■掲載用画像（製品・画面）などのダウンロード 

URL ：http://www.fudemame.co.jp/news/dl/ 

mailto:pr@fudemame.co.jp
http://www.fudemame.co.jp/
http://fudemame.net/
http://www.fudemame.co.jp/news/dl/

