
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

2023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。

※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」「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（金）
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5 年　元旦

【B】
今年もどうぞよろしくお願いいたします
　令和 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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 5 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

2023年「デザイン年賀状」申込書参考資料2023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


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Text14: 
	Text15: 
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text57: 
	Check Box53: Off
	Check Box56: Off


