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2022年賀状印刷年賀状印刷年賀状印刷

東京リスマチックの

｢東京リスマチック2022年賀状印刷サービス｣における個人情報の取扱いについて
●個人情報の利用目的について

(1)当社が直接収集する場合
 当社が直接収集する個人情報は、次のような目的に利用いたします。
　・ ハガキ、年賀状・写真現像各種プリント等、個人情報を含む印刷物等の製造
　・ 個人情報の出力、加工、印刷、発送に関わる業務
　・ オンライン入稿サービスの登録・管理・運営
　・ 個人用取引口座開設及び登録情報の変更
　・ その他、前掲の項目に付帯する業務 
また、作業依頼書および各種｢申込書｣にご記入いただく個人情報は、次のような目的に
利用いたします。
　・ お預かりしたデータの不具合についてのご連絡のため
　・ ご依頼に関する内容の確認や仕上がりのお知らせなどのご連絡のため
　・ ご依頼、ご納品時のご本人の確認のため
　・ 製品の発送のため
　・ サービスや商品に関するお問い合わせなどへの回答
　・ 当社の商品やサービスに関するご案内のため
　・ 料金のご請求、お支払い確認、ご集金のため
　・ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

(2)お客さまから委託を受けた場合
当社がお客さまから委託を受けた個人情報は、次のような目的に利用いたします。
　・ ハガキ、年賀状・写真現像各種プリント等、個人情報を含む印刷物等の製造
　・ 個人情報の出力、加工、印刷、発送に関わる業務
　・ その他、前掲の項目に付帯する業務

東京リスマチック株式会社　個人情報苦情相談窓口
〒101-0047 東京都千代田区内神田二丁目14番6号 神田アネックスビル
　　担当部署　個人情報苦情相談窓口
　　電　　話　03-6853-6171
※直接ご来社いただいてのお申出はお受けいたしかねますので、ご了承ください。

●協力会社等への委託について
利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の外部委託が必要な場合は、必要な
契約を締結し、適切な管理監督をおこないます。 

●開示・訂正等の手続きについて
当社が保有する個人情報のご本人または代理人からなされる当該保有個人情報の開示、
訂正及び利用停止等へ対応するため、個人情報相談窓口を設置しています。開示、訂正等
の具体的な手続きにつきましては、下記「個人情報苦情相談窓口」までお問い合わせ
ください。

●個人情報の目的外の利用について
利用目的の範囲外で個人情報を利用する場合は、書面又はこれに代わる方法により本人に
通知し、事前に同意を得るものとします。

●個人情報に関するお問い合わせについて
個人情報保護の取扱いに関する苦情、または当社へのご要望、その他ご相談につきましては、
下記「個人情報苦情相談窓口」で受け付けております。

簡  単 店舗で注文。代引決済OK!

あなたにぴったりのデザインがきっと見つかる

選べる年賀状100種
作るオリジナル年賀状

21104000

年賀状印刷年賀状印刷年賀状印刷
東京リスマチックの

11月30日（火）まで

東京リスマチックで
ご用意しております。
東京リスマチックで
ご用意しております。
東京リスマチックで
ご用意しております。
東京リスマチックで
ご用意しております。

お年玉付
年賀ハガキは



お年玉付年賀ハガキ ＋￥63／枚

価　格 価　格

以降10枚
追加ごと

枚数 枚数

デザイン年賀状 料金（税込）

 20 ¥2,574 （税抜¥2,340）

 30 ¥2,640 （税抜¥2,400）

 40 ¥2,992 （税抜¥2,720）

 50 ¥3,520 （税抜¥3,200）

 60 ¥3,762 （税抜¥3,420）

 70 ¥4,224 （税抜¥3,840）

 80 ¥4,686 （税抜¥4,260）

 90 ¥5,148 （税抜¥4,680）

 100 ¥5,236 （税抜¥4,760）

 150 ¥6,776 （税抜¥6,160）

 200 ¥8,316 （税抜¥7,560）

 250 ¥8,701 （税抜¥7,910）

 300 ¥9,086 （税抜¥8,260）

      ¥220 （税抜   ¥200）

選べる年賀状

●お名前やご住所などに間違いがないかよくお確かめのうえ、お申し込みください。　
●パンフレットと仕上がりの色は異なります。また添え書き・差出人のレイアウトが異なる場合がございますので、ご了承ください。
●仕上がり日数には、土・日・祝日は含まれておりません。全店舗で商品をお受け取りいただけますが、ご希望お受け取り店舗がお申し込み店舗と異なる場合は、
　予めご指定していただく必要がございます。
●代引きサービスをご利用いただけます。詳しくは店頭にてご案内しております。
●対応アプリケーション、使用フォント、保存メディアに関しましては各店舗までお問い合わせください。
●印刷機の特性上、ご希望の色が出ない場合もございますので予めご了承ください。

お持込み年賀状

最短

日3

作るオリジナル年賀状

※土・日・祝除く承り期間 納期

12/23 木

18：00 まで

12/27 月

18：00 まで

12/23 木

18：00 まで

最短

日1

最短

日3

寅選べる年賀状

A003

A004 A005 A006 A007

A008 A010

A001 A002

A009

※土・日・祝除く

最短
営
業
日3

承り期間は
12/23（木）
18:00まで
となります。

1



互換ファイルを作成」 

互換ファイルを作成」 

互換ファイルを作成」 

これは PDF の内容を含めずに保存された 
Adobe® Illustrator® ファイルです。 
このファイルを他のアプリケーションに配置 
または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 
オプションを選択して保存しなおす必要があります。 
このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 
「別名で保存」コマンドを使用して 
保存するときに表示される、Illustrator オプション 
ダイアログボックスにあります。

これは PDF の内容を含めずに保存された 
Adobe® Illustrator® ファイルです。 
このファイルを他のアプリケーションに配置 
または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 
オプションを選択して保存しなおす必要があります。 
このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 
「別名で保存」コマンドを使用して 
保存するときに表示される、Illustrator オプション 
ダイアログボックスにあります。

これは PDF の内容を含めずに保存された 
Adobe® Illustrator® ファイルです。 
このファイルを他のアプリケーションに配置 
または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 
オプションを選択して保存しなおす必要があります。 
このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 
「別名で保存」コマンドを使用して 
保存するときに表示される、Illustrator オプション 
ダイアログボックスにあります。

寅
選べる年賀状 

A021

A027 A028 A029 A030

A023A022A011

A014

A018

A015

A019

A016 A017

A020

A013A012

※土・日・祝除く

最短
営
業
日3

承り期間は
12/23（木）
18:00まで
となります。

添え書き変更不可

添え書き変更不可添え書き変更不可

添え書き変更不可

A024 A025 A026

2 3



A031 A033A032

添え書き変更不可

添え書き変更不可 添え書き変更不可

添え書き変更不可

A038 A039 A040

添え書き変更不可添え書き変更不可添え書き変更不可

寅
選べる年賀状 

A041

A044

A048

A045

A049

A046 A047

A050

A043A042

※土・日・祝除く

最短
営
業
日3

承り期間は
12/23（木）
18:00まで
となります。

添え書き変更不可

A034 A035

A036 A037

添え書き変更不可

添え書き変更不可

54



互換ファイルを作成」 

互換ファイルを作成」 

互換ファイルを作成」 

これは PDF の内容を含めずに保存された 
Adobe® Illustrator® ファイルです。 
このファイルを他のアプリケーションに配置 
または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 
オプションを選択して保存しなおす必要があります。 
このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 
「別名で保存」コマンドを使用して 
保存するときに表示される、Illustrator オプション 
ダイアログボックスにあります。

これは PDF の内容を含めずに保存された 
Adobe® Illustrator® ファイルです。 
このファイルを他のアプリケーションに配置 
または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 
オプションを選択して保存しなおす必要があります。 
このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 
「別名で保存」コマンドを使用して 
保存するときに表示される、Illustrator オプション 
ダイアログボックスにあります。

これは PDF の内容を含めずに保存された 
Adobe® Illustrator® ファイルです。 
このファイルを他のアプリケーションに配置 
または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 
オプションを選択して保存しなおす必要があります。 
このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 
「別名で保存」コマンドを使用して 
保存するときに表示される、Illustrator オプション 
ダイアログボックスにあります。

寅
選べる年賀状 

A061

A064 A065

A066 A067

A068 A069 A070

A063A062A051

A054

A058

A055

A059

A056 A057

A060

A053A052

※土・日・祝除く

最短
営
業
日3

承り期間は
12/23（木）
18:00まで
となります。

添え書き変更不可

添え書き変更不可添え書き変更不可

添え書き変更不可

添え書き変更不可添え書き変更不可

6 7



寅
選べる年賀状 

※土・日・祝除く

最短
営
業
日3

承り期間は
12/23（木）
18:00まで
となります。

添え書き変更不可

添え書き変更不可

A077 A078 A079 A080

添え書き変更不可添え書き変更不可

A081

A084

A088

A085

A089

A086 A087

A090

A083A082A071 A073A072

添え書き変更不可

A074 A075 A076

8 9



A091 A093A092

添え書き変更不可

添え書き変更不可添え書き変更不可

A094 A095 A096

寅
選べる年賀状 

● 私製ハガキをご指定の場合は、ハガキ料金は必要ありません。

作るオリジナル年賀状 ※土・日・祝除く

翌日お渡し！ 校正もOK! 別途料金 528円（税抜480円）、金刷り銀刷りの場合572円（税抜520円）時 間 安 心

オリジナルデータをお持ち込み！

お店で注文！

お申し込み完了！

校正サービスもおこなっております。

二

一

三

四

例えば… 3,740円+（63円×100枚）＝10,040円（税込）
100枚料金 ハガキ 枚数

オリジナル年賀状＋お年玉付年賀ハガキ100枚

●データをお持ち込みの場合、モニター等のハードウェアの差異により、仕上がりがお客さまの
イメージと異なる場合があります。

●仕上がり予定時間、記載以外のタイプをご希望の場合、またはご不明点がございましたら
店頭にてお問い合わせください。

●印刷された年賀ハガキに、レーザープリンタ等で宛名などを追い刷りした場合、プリンタの
機能上、印刷面に汚れが発生する場合がございますので、ご注意ください。また、筆ペンや
水性ペン等での記入はできませんのでご了承ください。

●代引きサービスをご利用されるお客さまにつきましては、店頭にてお問い合わせください。

●お持ち込みいただくオリジナルデザインのデータを、お年玉付年賀ハガキで印刷する場合は印刷機の特性上、天地左右
各5㎜の余白が必要となります。なお、当社用意の私製ハガキの場合はデータ作成上での天地左右の余白は必要ありません。

　※お持ち込みお年玉付年賀ハガキの場合は、天地左右各7㎜の余白が必要となります。

●作業には細心の注意を払いますが、予期せぬ事故等によりデータが損なわれた場合、当店ではデータの復元やその損害
に関する責任は負いかねますのでお客さまには必ずバックアップをお取りいただくようお願いいたします。

●以下のものからのプリント・画像入力は、個人的または、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する為に複製
する以外は法律で禁じられています。
★公文書・パスポート・各種証明書等　★郵便切手・郵便ハガキおよびその他郵便に関する料金を表す証券
★著作権のある著作物（書籍・絵画・版画・地図・写真等）

使用するハガキにより印字領域が異なります。

仕上がりサイズ 有効印字領域100㎜×148㎜
■ 印刷機の特性上、全面印刷はできません。天地左右各5㎜の余白が必要となります。

仕上がりサイズ 有効印字領域100㎜×148㎜

1 お年玉付年賀ハガキを使う！

2 私製ハガキを使う！

■ 全面印刷が可能です。
 仕上がりの端まで印刷部分のある場合は、天地左右各3㎜の
 塗り足し部分（　　　グレーの部分）を含めたデータを作成してください。
 ※私製ハガキとは切手を貼って投函するハガキです。

（当社ご用意）

90㎜×138㎜

全面印刷可能

仕上がりサイズ 有効印字領域100㎜×148㎜
■ 印刷機の特性上、全面印刷はできません。天地左右各7㎜の余白が必要となります。

3 お持ち込みお年玉付年賀ハガキを使う！
86㎜×134㎜

5㎜

5㎜

5㎜

5㎜

7㎜

7㎜

3㎜

7㎜

2

2

私製ハガキ有効印字領域 100㎜×148㎜

私製ハガキ塗り足し部分

1

3

お年玉付年賀ハガキ有効印刷領域
90㎜×138㎜

お持ち込みお年玉付年賀ハガキ有効印刷領域
86㎜×134㎜

148㎜

100㎜

承り期間は
12/27（月）
18:00まで
となります。

※土・日・祝除く

最短
営
業
日3

承り期間は
12/23（木）
18:00まで
となります。

お年玉付年賀ハガキ ＋￥63／枚

価　格 価　格

 20 ¥1,430 （税抜¥1,300）

 30 ¥1,650 （税抜¥1,500）

 40 ¥1,870 （税抜¥1,700）

 50 ¥2,200 （税抜¥2,000）

 60 ¥2,508 （税抜¥2,280）

 70 ¥2,816 （税抜¥2,560）

 80 ¥3,124 （税抜¥2,840）

 90 ¥3,432 （税抜¥3,120）

 100 ¥3,740 （税抜¥3,400）

 150 ¥4,840 （税抜¥4,400）

 200 ¥5,940 （税抜¥5,400）

 250 ¥6,215 （税抜¥5,650）

 300 ¥6,490 （税抜¥5,900）

      ¥165 （税抜   ¥150）以降10枚
追加ごと

枚数 枚数

オリジナル年賀状 料金（税込）

私製ハガキ
＋￥0／枚（基本料金に含まれます）

お年玉付年賀ハガキ ＋￥63／枚

価　格 価　格

 20 ¥1,925 （税抜¥1,750）

 30 ¥2,255 （税抜¥2,050）

 40 ¥2,585 （税抜¥2,350）

 50 ¥3,080 （税抜¥2,800）

 60 ¥3,542 （税抜¥3,220）

 70 ¥4,004 （税抜¥3,640）

 80 ¥4,466 （税抜¥4,060）

 90 ¥4,928 （税抜¥4,480）

 100 ¥5,390 （税抜¥4,900）

 150 ¥7,040 （税抜¥6,400）

 200 ¥8,690 （税抜¥7,900）

 250 ¥9,102 （税抜¥8,275）

 300 ¥9,515 （税抜¥8,650）

      ¥248 （税抜   ¥225）以降10枚
追加ごと

枚数 枚数

金刷り銀刷り※年賀状 料金（税込）

私製ハガキ
＋￥0／枚（基本料金に含まれます）

※両面オリジナルの場合の印刷料金は、下記料金の1.5倍となります。※両面オリジナルの場合の印刷料金は、下記料金の1.5倍となります。

お持ち込み年賀状はP.12へ➡ ※お持ち込み年賀状には対応しておりません。

■注意事項
※ 金・または銀はカラー（4色）の後に印刷されます。
金と銀は同時に印刷することができません。
データは特色で分けてお作りください。

金刷り銀刷り

3営業日
承り期間
12/24（金）
18：00までとなります

用紙はアートポスト・マットポスト菊判
125.0㎏のいずれかになります。

用紙はアートポスト・マットポスト菊判
125.0㎏のいずれかになります。

A097 A098 A099 A100

10 11



お申し込み内容

1 2デザインNo. 印刷枚数 4 書体

姓 名

※住所・氏名・会社名・事業所名等に関しては漢字でご記入ください。

社名（店名）

部署名・役職名

電話番号記入欄

Eメールアドレス・URL
記入欄

肩書

連名1

連名2

連名3

印刷内容
事業所名

※差出人名は個人用欄にご記入ください。

※マス目に収まらない場合はご相談ください。

※Eメールアドレス・URLについて：縦組みレイアウトの場合も
　横組み表記となります。

※間違われやすい語句にはフリガナをご記入ください。

フリガナ

大文字

小文字

2022年「デザイン年賀状」申込書 ●「印刷内容」欄に記入された内容が印刷されます。必要な箇所のみご記入ください。
● ご記入に際しまして、ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくおたずねください。 

枚

コードNo.

■お客様名

E-mail
TEL - - FAX - -

（■ご担当者様名　　　　　　　　　　　　　） ■お渡し日 □ 要連絡
□ ご来店
□ 宅配便（元払い）
□ 宅配便代引き

月 日

受付日時 月 日 :AM
PM

AM / PM         :

※旧姓、続柄、年齢、学年等を
　ご記入ください。

名前を小さくする

・電話番号とFAXが同じ場合は電話・FAX欄に　印をご記入ください。その場合さらに携帯を表記できます。
・電話番号とFAXが異なり両方表記したい場合は、携帯は表記できません。ご了承ください。

住所・氏名で間違われやすい文字があれば、
正しい文字を念のためご記入ください。
（旧字・外字等ご使用の場合はご相談ください。）

個

　人

　用

法
人
用

〒

□電話 □FAX □電話・FAX □携帯

□E-mail

□URL

□電話 □FAX □電話・FAX □携帯

ハイフンアンダーバー アイ アイ エル イチ オー

大文字 小文字 小文字 小文字

ゼロ

【記入例】

フリガナ

「個人情報の取扱いについて」をお読みいただき、ご同意のうえご記入をお願いします。

※2種類まで表記できます。
　該当する箇所に　印をご記入ください。

● 必要事項をご記入のうえ、お近くの店舗へお持ちいただくかFAXで送付してください。

3 添え書き

※枠からはみ出さないようにご注意
ください。1マスに1文字ずつご記入
ください。マンション名等は改行
して、左詰めでご記入ください。

切

　り

　取

　り

※予め当社にて用意した年賀ハガキを使用する場合が
ございますのでご了承ください。
※「お年玉付年賀ハガキ（インクジェット紙）」「お年玉
付年賀ハガキ（インクジェット写真用）」「ディズニー
年賀」「ディズニーデザイン カラー年賀」「絵入り
（寄附金付）全国版」「絵入り（寄附金付）地方版」には
対応しておりません。詳しくはお問い
　合わせください。

価　格枚数 価　格枚数

 20 ¥1,760 （税抜¥1,600）

 30 ¥2,475 （税抜¥2,250）

 40 ¥3,300 （税抜¥3,000）

 50 ¥4,125 （税抜¥3,750）

 60 ¥4,730 （税抜¥4,300）

 70 ¥5,445 （税抜¥4,950）

 80 ¥6,160 （税抜¥5,600）

 90 ¥6,875 （税抜¥6,250）

 100 ¥7,590 （税抜¥6,900）

     ¥715  （税抜   ¥650）以降10枚
追加ごと

オリジナル年賀状の場合
価　格枚数 価　格枚数

 20 ¥2,750 （税抜¥2,500）

 30 ¥3,135 （税抜¥2,850）

 40 ¥3,740 （税抜¥3,400）

 50 ¥4,675 （税抜¥4,250）

 60 ¥5,203 （税抜¥4,730）

 70 ¥5,989  （税抜¥5,445）

 80 ¥6,776  （税抜¥6,160）

 90 ¥7,562  （税抜¥6,875）

 100 ¥8,349  （税抜¥7,590）

     ¥935  （税抜  ¥850）以降10枚
追加ごと

デザイン年賀状の場合

承り期間は
12/23（木）
18:00まで
となります。

【A】
本年もよろしくお願い申し上げます
　令和4 年　元旦

【B】
今年もどうぞよろしくお願いいたします
　令和 4 年　元旦

【C】
旧年中はいろいろとお世話になりました
本年もどうぞよろしくお願いいたします
　令和 4 年　元旦

【D】
昨年は大変お世話になり有り難うございました
本年も何卒よろしくお願い申し上げます
　令和 4 年　元旦

【E】
旧年中は格別のお引き立てを賜り
厚く御礼申し上げます　本年もより一層の
ご愛顧の程よろしくお願い申し上げます
　令和 4 年　元旦

【F】
旧年中賜りました一方ならぬご厚情に感謝
いたしますと共に本年もなお一層のご愛顧を
賜りますようお願い申し上げます
　令和 4 年　元旦

【G】
旧年中のご芳情を厚く御礼申し上げますとともに本年も
変わらぬご愛顧ひとえにお願い申し上げます
　令和 4 年　元旦

【H】
新しい年を迎え皆々様のご健康と
ご多幸をお祈り申し上げます
　令和 4 年　元旦

【 I】
皆様おすこやかに佳き新春をお迎えのことと
お慶び申し上げます
昨年中はなにかとお世話になりました
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます
　令和 4 年　元旦

【K】
新しい家族が誕生しにぎやかなお正月を迎えました
本年も何卒よろしくお願い申し上げます
　令和 4 年　元旦

【L】
新しい住居に移転し心新たに新年を迎えました
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
　令和 4 年　元旦

1 楷書体

明朝体2

3 丸ゴシック体

4 行書体

隷書体5

【M】
令和 4 年　元旦
（通常レイアウトの 3 行目の位置に入ります）

【N】
令和 4 年　元旦
（通常レイアウトの1行目の位置に入ります）

【O】
（添書き文・年号なし）

【自由文】
＋1,650円（税抜1,500円）・72文字まで

※　　　　　　　　　 とあるデザインは

　 添え書き文を変更できません。

【J】
結婚して初めてのお正月を迎えました
まだまだ未熟な二人ですが
今後ともご指導くださいますようお願い申し上げます
　令和 4 年　元旦

または、あなただけの自由文を入れることができます。 （+1,650円［税抜1,500円］・72文字まで）

最短
営
業
日3

2022年「デザイン年賀状」申込書参考資料2022年「デザイン年賀状」申込書参考資料

添え書き文

書体見本

A～Oの文例からご自由にお選びください。

※土・日・祝除くお持ち込み年賀状

個人情報の取扱いについて
●ご記入いただく個人情報は、ご依頼に関する内容の確認や仕上がりのお知らせなどのご連絡、ご依頼・ご納品時のご本人の確認、製品の発送、ご料金の請求・お支払いの確認、当社のサービス案内等のご提供のために利用することがあります。
●お申し込み内容によって、弊社と業務委託契約を締結しております外部業者へ一部業務を委託する場合がございます。
　上記内容にご同意いただいたうえで、申込書にご記入ください。なお、詳しくは店頭にて掲示しているポスターまたは弊社ホームページ（https://www.lithmatic.net）をご覧ください。

受付 使用PC

データ処理

（ 通 ・ バ ・ 来 ・ 他 ）

機種

検品・梱包

印刷

加工

事業所記入欄

 色見本

 トリミング見本

 お預かりメディア  原稿

 出力見本

※お名前やご住所などに間違いがないか、よくお確かめのうえお申し込みください。

添え書き変更不可

氏名記入欄

1312


