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簡単に、そして確実に。

名刺でコスト削減
見えないムダも [7card]がスッキリ解消します
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ビジネスに欠かせない[名刺]は
[安くて良いもの]をお選びください。
法人様向け名刺印刷サービス[7card]は、名刺というツールを通じて日本全国の企業様・法人様のコスト削減のお手伝いをしています。
名刺1箱あたりの費用は決して大きなものではありませんが、日々の事業活動に欠かせないだけに、小さなコストでも見過ごすことは
できません。
ビジネスユースに最適な品質の名刺を低価格でご提供する[7card]を、貴社のコスト削減対策のひとつとしてお役立てください。

比べてわかる

低価格

[7card]は、コストダウン直結の低価格。
今お使いのものと同じレイアウトの名刺を、今よりお安く。

[7card]は、インターネットを使って名刺の発注管理ができるサービス。[7card]では、貴社専用の名刺テンプレートをインターネット
上にご用意します。
名刺テンプレートとは、今お使いの名刺を見本として会社名・ロゴマークなどを配置し、氏名の入力スペースなどをレイアウトした、
名刺の「型」のようなもの。この名刺テンプレートを使うことで、文字組み工程をグッと短縮することが可能となりました。
[7card]ご利用法人様の実例に基づく一般的な名刺価格との比較
■ A社様

片面カラー名刺

■ B社様

100枚

表カラー裏モノクロ名刺

100枚

・以前の価格（ネット通販利用）3,240円（税込）送料別

・以前の価格（印刷会社利用）5,400円（税込）

・7card価格

・7card価格

945円（税込・送料込）

1,100円（税込・送料込）

工程のムダを省いて、低価格を実現。
[7card]では、お客様はいつもお使いのパソコンで名刺の仕上がりを確認し、名刺を発注します。
このため、校正の作成やFAXを使ったやりとり、電話での連絡などが不要になります。
当社は、これにより工程のムダを省き、時間的コスト・人的コストを削減、ほかにはない低価格を実現しています。

印刷のプロが作る名刺。4種類の選べる用紙カラーも好評。
「安いから名刺の品質も良くないのでは？」その点はどうぞご安心ください。
当社は90年以上の実績をもつ印刷会社を設立母体としており、特に「ビジネス印刷物」のクオリティには自信があります。
名刺用紙は、適切な厚みとハリのある最高級紙を使用、ホワイト・クリーム・みずいろ・ピンクのカラーから選べます。

日本全国

日本全国の各事業所へ、送料無料で直送します。

送料無料

ご注文は1箱からOK。北海道から沖縄県まで送料無料です。
[7card]の「名刺納品先」は、日本全国。北海道から沖縄県まで、1箱（100枚入りまたは50枚入り）のご注文から、
送料無料でお届けしています。
1箱のご注文でも発送しますので、必要なタイミングで発注ができ、ムダがありません。
ご注文日から※最短4日後、
「お急ぎサービス」なら最短2日後にお届けします。
※お届けエリア・当社営業カレンダーによって、お届け日数は変わる場合があります。

支社・工場・営業所、指定先へ当社から直送。
担当者様の業務負担も軽減します。
「本社に納品された名刺を、梱包し直して他県の支社に送らなければならない」
「現地事務所で名刺が必要なのに本社に納品されたため、必要な時に間に合わなかった」
こんなご経験はありませんか？
[7card]では、名刺をご指定先に直送しますので、
ご担当者様の手をわずらわせることがなく、送付コストのムダを削減することもできます。
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名刺は1箱から送料無料直送

[7card]の名刺は、
「クロネコメール便」の配送エリアに
送料無料でお届けしています。
（営業スタッフ 七澤）

お申し込み方法は冊子最終ページをご覧ください
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日本全国の[7card]ご利用企業様・法人様から寄せられたご感想をご紹介します コスト削減

A社様（熊本県上益城郡）

品質を維持しながら低価格。

運輸・倉庫業

当社では、名刺デザインを一新したことを機に印刷業者を探していましたが、いずれも料金が高く、何とかコス
トが抑えられないものかと考えていました。そんな折、[7card]の広告を目にする機会があり、品質も維持しな
がら低価格、
しかも日本全国各地へ送料無料という点に魅力を感じ、利用をスタートしました。
当初は「かえって面倒では？」と感じた発注作業も、慣れてしまえば簡単、スムーズに利用しています。発注管理
ができるのもメリットで、納期の遅れもありません。
何より、担当スタッフさんの気持ちよい対応のおかげで安心してお任せできるのがうれしいですね。物流事業
では印刷物の使用も多いので、今後の新商品・新サービス情報を楽しみにしています。

S社様（東京都豊島区）

名刺コストが以前の約1/2に。

建設・建築業

主に営業部・生産部の約150名が名刺を使用する当社ですが、以前の半額近い料金で名刺が仕上がる[7card]の
コスト削減効果は、非常に大きいものがあります。片面カラー・片面モノクロの両面印刷で1,100円（税込・送料込）
という低価格には驚きましたが、品質も良く、
また納品も早い[7card]の導入は大正解でした。
操作に慣れるまで少し時間がかかりましたが、担当スタッフの方や問い合わせ対応スタッフの方から丁寧な説明が
あり、今ではスムーズに名刺発注を行っています。細かな修正も何度か依頼していますが、都度の早急な対応にも
満足しています。
[7card]は、一度データを保存してしまえば、次回以降の発注はスピーディで簡単です。名刺の使用人数が多く発注
頻度の高い企業には最適なサービスではないかと思います。

名刺価格 ＜消費税込＞＜送料無料＞

■スタンダード名刺（単名刺）
片面モノクロ

[7card][7CSR名刺] ※ の名刺価格には、
用紙代・印刷代・消費税・送料が含まれています。

両面モノクロ
片面カラー

※[7CSR名刺]については、
１１ページをご覧ください。

片面カラー片面モノクロ
両面カラー

100枚

50枚

730円 575円
885円 730円
945円 790円
1,100円 945円
1,295円 1,140円

■リーフレット名刺（二つ折り名刺）

2,260円 1,950円

両面カラー

初期登録費用

1社様あたり

[7card]をインターネットでご利用いただくための
名刺テンプレート１点作成と、発注管理画面の設定
にかかる費用です。初回導入時のみ必要となります。
「名刺テンプレート」について 詳しくは8ページをご覧ください

システム利用料

5,400円（消費税込）

・1社様あたりの費用です※1名様の費用ではありません
・ご利用人数による加算はありません
・会社ロゴマーク、ISOマーク等のデータ支給による取り込み料を
含みます

無

料

・月額年額の利用料はかかりません
・企業様・法人様であれば、名刺ご利用人数の制限はありません

[7card]は、企業様・法人様にご利用いただけるサービスです
名刺は ご発注日の翌々営業日に発送

翌営業日発送の「お急ぎサービス」もご利用ください
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[7card]のインターネット発注で
[7card]のインターネット発注で
名刺発注は今よりグッとスマートに。
名刺発注は今よりグッとスマートに。
法人様向け名刺印刷サービス[7card]は、インターネットを通じて名刺の発注と管理を簡単に行うことができる、企業様・法人様のための
サービスです。
社内での連絡、印刷業者とのやりとりなど、見えないムダは[7card]で解消し、
ご担当者様の大切な時間を有効にご活用ください。

その場で確認

WEB校正

WEB画面で仕上がり確認、そのまま注文へ。
電話やFAXのやりとり不要。担当者様の「手間」を減らします。
印刷業者への名刺発注、どのようにされていますか？
まずは発注の連絡をメールや電話・FAXで行い、その後校正のやりとり…いつも
当たり前に行われていることの中にある見えないムダを[7card]がすっきり解消
します。
ムダをなくす大きなポイントのひとつは、名刺発注前にお手元で仕上がり確認が
でき、名刺の校正が完了すること。お客様は校正完了した名刺をインターネット
で発注すればよいので、メールや電話・FAXでの連絡や校正確認の必要がなく
なるのです。

「注文申請」された名刺を「承認発注」。
2ステップで発注完了。

名刺の仕上がりは、お手元のパソコンで
発注前に見ることができます。
FAXによる文字のツブレの心配もなく、
拡大機能を使って快適に確認できます。

[7card]での名刺発注はわずか2ステップ。
まず始めに名刺を必要な社員の方が「注文申請」をします。
次に、発注責任者の方が、その注文申請に対し「承認」
して「発注」
します。
これだけで名刺発注は完了、あとはお届けを待つだけです。
（「注文申請」は、発注責任者の方が行うこともできます）

…

（営業スタッフ 渡辺）

OK
インターネットで
発注データが
[7card]サーバーに届きます

社員が名刺を「注文申請」

発注責任者が「承認・発注」

印

刷

指定先に送料無料でお届け

履歴から注文で

名刺の再注文は、さらに簡単＆スピーディ。

時間短縮

発注履歴で確認して再注文。名刺記載内容の修正もお手元で。
[7card] で一度注文した名刺は、発注履歴が残ります。
再注文の場合は、履歴から内容を確認し発注できるので、発注作業がスピーディに完了します。
役職やメールアドレスの変更などはお客様のお手元ででき、その都度印刷業者に連絡する必要はありません。
社員の方によって「注文申請」された名刺は、発注責任者の方のチェックを経てから「発注」されるため、
校正ミスを回避でき、発注ミスを減らすことができます。
（発注ミスなどによるご注文キャンセルは、発注後2時間以内のお電話にて承ります）

名刺を 自社プリント されている会社様にこそおすすめしたい[7card]
一般的な印刷業者に外注した場合と比較して、自社プリントはコスト削減効果が高いとされています。
しかし、プリント作業の時間や、プリンターのメンテナンスなど、目には見えにくい部分でロスが生じている場合も。
[7card]なら貴社の大切な[時間]をムダにすることなく、質のよい名刺が仕上がります。
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名刺は1箱から送料無料直送

お申し込み方法は冊子最終ページをご覧ください
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F社様（静岡県駿東郡）
サービス業

価格・品質・納期、全てに満足。

[7card]の名刺は、品質を維持しつつ低価格である点が魅力です。名刺は営業スタッフが多く使用していますが、
名刺が急に必要になる場合でも[7card]は納期が早いので助かります。東京営業所に直送してもらえるのも便利
ですね。
コスト削減効果が高いのはもちろんですが、インターネットでの校正作業が簡単にできるので業務時間が短縮
でき、以前よりも注文から納品までの流れがスムーズになった点がうれしいですね。パソコン画面で仕上がり
確認できるのはミスの減少にも繋がり、とても便利な機能だと実感しています。
価格・品質とも[7card]にはたいへん満足していますが、名刺使用が多く、安定した納期を求める企業の方には
特におすすめしたいサービスだと思います。

名刺発注業務が簡素化できて、コストも半減。

C社様（山梨県甲府市）
不動産業

以前は、モノクロ印刷の名刺を印刷会社に発注していましたが、7oﬃceさんから「[7card]なら、カラー印刷
にしても名刺のコストダウンが見込めますよ」とすすめられ、切り替えを決めました。
当社では事業ブランドごとに2種類の名刺を使用しています。この機会にどちらもカラー印刷にしましたが、
名刺コストは半分以下になり、満足のできる仕上がりになりました。
[7card]は、一度データ登録をしてしまえば、リピート発注が簡単なところがよいですね。必要な名刺データ
を発注履歴から選ぶだけなので、わずか数分で発注が済み、とても便利です。
私は経理業務も担当していますが、[7card]なら隙間時間でサッと名刺発注ができますし、発注履歴もすぐ
に確認できるので、業務負担が軽減できました。[7card]をすすめてくれた7oﬃceさんに感謝しています！

[7card]がよくわかる！よくあるご質問

このほかのご質問は

http://www.7card.jp/FAQ/

Q
A

[7card]を使うために特別なソフトが必要ですか？
[7card]はクラウドサービスですので、特別なソフトは必要なくご利用いただけます。

Q
A

複数のパソコンから[7card]を使うことはできますか？
はい、できます。本社と営業所からのご利用も可能です。

Q
A

今使っている名刺と同じ名刺が作れますか？
はい。[7card]では、今お使いの名刺を見本として名刺テンプレートをお作りいたします。

Q 申し込みから何日で[7card]を利用できますか？
「名刺2枚」が当社に届いた日から約1週間後、
【7card】
ご利用スタート
A お申し込み時にお送りいただく
が可能となります。

Q
A

特殊な漢字を使っている社員の名刺は作れますか？
はい。特殊な文字は「外字」を作成して登録します。

Q
A

[7card]の操作方法がわからないときはどうしたらよいですか？
専用の無料ダイヤルにてお気軽におたずねください。

Q 急ぎでの納品はできますか？
「お急ぎサービス」にて、
ご注文日の翌日に速達便で発送いたします。1箱あたり100円が加算と
A はい。
なります。

名刺は ご発注日の翌々営業日に発送

翌営業日発送の「お急ぎサービス」もご利用ください
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始めよう
]
[7card
ご利用スタートまで約1週間
名刺のご注文からお届けまで
0

[7card]の始め方

WEB・FAX・郵送のいずれかの方法で
[7card]ご利用をお申し込みください。

お申し込み方法は
パンフレット最終ページをご覧ください

今お使いの名刺2枚を、見本用としてお送りください。

1

[7card]にお申し込みいただくと、
約1週間で貴社専用の名刺注文画面をご用意します。
当社では今お使いの貴社名刺を元に名刺テンプレートを作成、
インターネットで貴社のパソコンから名刺が注文できるように設定します。
※名刺が当社に到着した時点でお申込受付完了となります。

名刺テンプレート

今お使いの名刺
貴社の名刺が
テンプレートの
見本となります。

同じレイアウトの名刺作成の場合
共通で使えるテンプレートです。
営業2課

営業部
主任

営業部営業2課
主任

山田

祐二
山田

祐二

名刺の仕上がり確認画面では、
入力情報がすぐに反映されます。

名刺注文画面イメージ
名刺テンプレートは
会社様ごとに異なります

会社名や住所などは
共通情報としてあらかじめ登録されています。
（変更可能にすることもできます）

2

名刺をお使いになる社員の基本データを
お手元でご登録いただきます。

初回の入力で
基本情報を登録！

0

当社での設定完了後、お客様のお手元で社員の方の姓名・メールアドレスなどを入力し、
それぞれの名刺データを作ります。
初回の情報入力（社員データ登録）は、発注責任者の方が行います。
※CSVファイルから一括登録ができます

3

メールアドレスも
バッチリ！

社員Aさん

6

の作業です
発注責任者

社員の基本データからそれぞれの名刺データを編集し、
名刺の発注をします。
名刺データの編集は、発注責任者の方または各社員の方が
お手元のパソコン端末を使って行います。

名刺は1箱から送料無料直送

7ページ

間違われやすい
名前の漢字も完璧！

7ページ

1
2

社員Bさん

お申し込み方法は冊子最終ページをご覧ください

の作業です

選べる発注方法！

名刺のご注文からお届けまで
0

[7card]の使い方
[7card]では名刺の
発注方法が選べます。
「どちらが最適？」
迷われる場合は
お気軽にご相談ください。

[事前準備]
社員データの登録をします。

（営業スタッフ 小笠原）

発注責任者の方が社員データの登録を行います。

社員データ登録画面

＝貴社の状況に応じて名刺発注の流れが選べます＝
社員が注文申請する場合

1

発注責任者が注文申請する場合

名刺の注文申請をします。
名刺の仕上がりを確認して「注文申請」
します。
名刺50枚
本社納品で…

名刺200枚
お急ぎで…

今日はAさんと
Bさんの名刺を
注文しておこう…

メリット

名刺の仕上がり確認画面

メリット

社員Aさん

業務が
分散できる

タイミングの
よい注文が
社員Bさん
できる

メリット

社内の連絡が
オンラインで
完了

2

発注責任者

メリット

メリット

複数の目を
通すことで
ミスを防ぐ

印刷外注との
やりとりが
不要

メリット

発注状況が
管理しやすい

名刺の承認発注をします。
発注内容を確認して、発注責任者が「承認発注」
します。

OK

承認発注画面

「注文申請」は
メールで通知されます

OK

発注責任者

発注責任者

＝貴社の作業はここで完了です＝
一度注文した名刺は 次回以降は発注履歴からさらにスピーディに発注できます

印刷・発送
ご注文日の翌々日に当社を発送します。
「お急ぎサービス」は
発注日の翌日に速達便で発送します。
ご指定のご住所へ1箱からお届けします。

名刺は ご発注日の翌々営業日に発送

本社
（A県A市）

工場
（A県B町）

営業所
（C県D市）

日本全国

送料無料

翌営業日発送の「お急ぎサービス」もご利用ください
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簡単お試
[7card]の簡単操作を無料でお試しいただけます
操作感を
体験したい！

簡単操作を無料お試し
7card お試し
http://www.7card.jp/demo/

申し込みの前に
試したい！

まずはお気軽にお試しください。
ご入力のメールアドレスに
お試し用ログイン情報をお送りします。

（営業スタッフ 倉鹿野）

初期登録費用「名刺テンプレートの作成」について
初期登録費用 5,400円（消費税込）
[7card]でご用意する「名刺テンプレート」とは、 ※１社様あたり費用
（初回のみ）
※[7card]ご利用設定と
「名刺テンプレート１点」作成を含みます
世界に一つだけ、貴社専用名刺の「型」です。

共通情報はあらかじめ登録済み。
電話・FAXなどの記載ミスを防ぎます。
入力情報がすぐに画面に反映され、
仕上がり確認もスピーディに行えます。

ステム課
開発部シ
主任

名刺の記載項目が社員ごとに異なる場合も
自動で配置が整います。

ななみ
田中
課
部営業2
営業
課長

三朗
鈴木

祐二
山田

業2課

営業部営
主任

企業イメージの統一に役立ちます
7mate会員様のための
格安封筒印刷サービス

甲信越エリアのご用命
甲府本社 055-235-4348

[7card]の「名刺テンプレート」とは、貴社の名刺の基本レイアウト
をインターネット上に設定した、いわば貴社専用の名刺の「型」の
ことです。一般的なインターネット発注の「テンプレート」とは全く
異なる、貴社のためだけにお作りするものです。今お使いの名刺を
元に、同じレイアウトでお作りします。
会社名や住所などの共通情報は、名刺テンプレート上にあらかじ
め登録されており、お客様のお手元で各自の情報（姓名・携帯電話
番号・メールアドレスなど）
を入力していただくことで、印刷用の名
刺データが作られるシステムになっています。

営業部営業2課
主任

山田

祐二

東京オフィス
マネージャー

都内・首都圏のご用命
東京オフィス 03-6808-6070

七川

営業部営業2課
主任

山田

セブンふうとう

祐二

営業部営業2課
主任

文太

7封筒
山田

祐二

複数のテンプレートを用意すれば
事業所ごとの使い分けや
サービスごとの使い分けもできます

下記の２種類の名刺は、1つの名刺テンプレートで作成することができます
違うマークを入れることもできます

所属・役職などの行数に応じて自動調整します

写真入りにも写真無しにもできます
似顔絵などに差し替えもできます

2nd

Anniversary

www.7office.jp
営業部
営業グループ

マネージャー

七 川 文 太
Bunta Nanakawa

www.7office.jp

広域事業部
東京オフィス
営業グループリーダー

法人様向け
発注管理＆
校正機能付き

7card
セブンカード

七 門 明 志
Meishi Nanakado

法人様向け
発注管理＆
校正機能付き

7card
セブンカード

名刺印刷サービス[セブンカード]

名刺印刷サービス[セブンカード]

www.7card.jp

■本 社 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-14-6 TEL:055-235-4311 FAX:055-235-4313
■東京オフィス 〒130-0025 東京都墨田区千歳1-1-14-302 TEL:03-6808-6070 FAX:03-6808-6071

■東京オフィス 〒130-0025 東京都墨田区千歳1-1-14-302 TEL:03-6808-6070 FAX:03-6808-6071
■本 社 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-14-6 TEL:055-235-4311 FAX:055-235-4313

E-mail:Bunta@7office.jp

Mobile:090-9154-0405

携帯電話番号が入る場合の
名刺レイアウト一例

www.7card.jp

携帯電話番号が入らない場合は、
空白を詰めるように自動で調整します

E-mail:m-nanakado@7office.jp

違う住所を入れることもできます

２種類以上の異なるレイアウトの名刺をお使いの場合、片面あたり2,160円（税込）の追加料金で名刺テンプレートをお作りいたします。
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名刺は1箱から送料無料直送

お申し込み方法は冊子最終ページをご覧ください
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日本全国のご利用会員様に
日本全国のご利用会員様に
誠意をもってお応えしています。
誠意をもってお応えしています。
私たちの[7card]をお選びいただいたことに感謝を込めて。
距離も時間も気にせずご利用いただけるのがインターネットサービスのメリット。
実際にお顔をあわせる機会は少なくなりますが、
お客様にお会いできない分、いっそう心を込めてサポートさせていただいております。

[7card]は1社様1担当（専任）にて対応しております
どんなことでもお声かけください

電話の向こうに笑顔が見える、
そんなお客様対応をスタッフ
一同目指しています。
（倉鹿野 宏）

[7card]を通じて日本全国の
お客様と出会えたことをこれ
からも大切にしていきます。
（七澤 隆）

[7card]のメリットを大いに
活用していただけるような
サポートを心がけています。
（小笠原和久）

コスト削減に役立つ[7card]を
日本中の企業様にご利用いた
だきたくがんばっています。
（渡辺 聖司）

お気軽にお問い合わせください

TEL 055-235-4348
お電話受付時間
月〜金（土・日・祝日除く） 9：00〜18：00

[7card]ご利用企業様には
通話無料の専用ダイヤルもご用意しております

より快適なご利用のために。
[7card]のご利用はいつものパソコンから。
365日いつでもご注文いただけます。
インターネットサービスの[7card]は、
さまざまな業種の企業様・法人様に、
曜日や時間を気にすることなくご利用いただけます。
本社で発注、発送は各地の事業所へ、
という場合の配送先指定も簡単です。

自社工場で印刷から発送までを管理。
スピーディでミスのない名刺作成に取り組んでいます。
[7card]の名刺は、7oﬃce株式会社のグループ会社で、
創業90年の実績をもつ印刷会社 株式会社ヨネヤ にて印刷しています。
スタッフ同士のコミュニケーションを日々図りながら、
名刺の品質向上につとめています。

法人様向けサービスならではの月締め決済。
お支払方法もお選びいただけます。
決済方法は「銀行振込」[口座振替」
「プリペイド
（前払い）」の
いずれかの方法をお選びいただきます。
大口発注や官公庁様のご利用についてはご相談を承ります。

名刺は ご発注日の翌々営業日に発送

94
5

945

945

[7card]の名刺は、50枚・100枚を1箱として
専用の透明ケースに入れて納品します。
仕上がった名刺はつぶれや破損防止のため
クッション材などで保護し、
細心の注意をはらって梱包・発送します。

翌営業日発送の「お急ぎサービス」もご利用ください
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「7mate（セブンメイト）会員」様

限定サービスのご案内

■名刺印刷サービス[7card]ご利用の企業様・法人様は、
「7mate会員」となります。
7mate会員様は、コスト削減や業務効率アップにお役立ていただける会員限定サービスや、
お得なキャンペーンをご利用いただくことができます。

■7封筒

http://www.7mate.net/envelop/

事務用封筒を格安価格でご提供しています。ビジネスに欠かせない長3封筒・角2封筒が
クラフト・ホワイト・カラー封筒全37種類のラインナップ、さまざまな用途にご活用いただけます。
初回レイアウト作成無料、全国送料無料で指定先にお届けします。
多くの7mate会員様にたいへんご好評いただいているサービスです。

[7封筒]は、
初回レイアウト
作成無料です。
[7card]と同じく、
全国送料無料で
お送りします。

[7card]にお申し込みいただくと、[7封筒]の封筒サンプルを
セットした会員様限定のファイルをお送りいたします。

■７伝票（小ロット複写伝票）

http://www.7mate.net/denpyo/

オリジナルレイアウトの複写伝票を１冊から作成するサービスです。
カラー印刷も格安、使いやすい複写伝票で業務効率の向上にお役立ていただけます。
ナンバリング・パンチ穴あけ・ミシン目などのオプション加工を無料でいたします。
５冊までの小ロットに対応、全国送料無料でお届けいたします。

■マニュアル印刷

http://www.7mate.net/manual/

マニュアル・取扱説明書などのモノクロ冊子をお客様作成のPDFデータから
格安で印刷・製本するサービスです。
A4サイズ1ページ9円という価格設定で、小部数・多ページの冊子制作に最適です。
1冊のご注文からお受けいたします。全国送料無料でお届けいたします。

■ミシン目入り用紙

http://www.7mate.net/mishinme/

ミシン目入りのプリンタ用紙を格安販売しています。
基本のミシン目パターンは8種類、
ご希望に応じてカスタマイズいたします。
工程票や指示票などの伝票用紙としてお使いください。
お電話一本で全国の工場・事業所へ送料無料で直送いたします。

■7サーバー フル活用パック

http://www.7mate.net/server/

7mate会員様専用のレンタルサーバーサービスに、
ビジネスに便利な機能を無料パッケージ、
低価格でご提供しています。
10年以上の実績をもつインターネット関連サービスのノウハウをいかし、
7mate会員様のインターネット活用をサポートいたします。

各サービスの詳細はこちらでご案内しています

7mateポータル
検索
http://www.7mate.net/
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名刺は1箱から送料無料直送

お申し込み方法は冊子最終ページをご覧ください

7officeのCSR活動
私たちは[7card]を通じて環境を守る取り組みを行っています
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オフィスの 使用済みコピー用紙 が
自社名刺 に 生まれ変わる。
[7CSR名刺]とは

使用済みコピー用紙から生まれる100%再生名刺

7CSR 名刺

オフィスの使用済みコピー用紙を
名刺として100％セルフリサイクル。
[7CSR名刺]は、限りある紙資源の循環利用を
かつてない方法で実現するサービスです。

7card Self Recycling

ピー用紙を
使用済みコ
オフィスの
刺です
0％再生名
この名刺は
10
た
し
ル
イク
セルフリサ

集める・製紙する・名刺を作る。
シンプルな再生ステップで[7CSR名刺]が限りある資源を守ります。

集める
名刺の作成は？

機密の保護は？

使用済みコピー用紙を集めます

法人様向け名刺印刷サービス
[7card]にて行います。
仕上がった名刺は
全国各地へ送料無料で
お送りします。

使用済みコピー用紙は
製紙工程で細かく裁断、
その後繊維レベルまで
溶解されますので
機密保護も万全です。

Self Recycling

再生

りさ

古紙100％再生紙を再利用します

使用済みコピー用紙から再生紙を作ります

名刺を作る

製紙する
製紙方法は？
トナー除去機能をもつ小型の製紙装置を使って
7oﬃce株式会社の工場内で製紙します。
漂白剤を使用しない環境に優しい製紙方法です。

紙漉きの仕組みで製紙される名刺用紙は、
片面がザラザラとした
再生紙らしい風合いとなっています。

採用実績 山梨県庁様
環境と資源を
守りながら
コスト削減も
同時に行えます

7CSR名刺

情報サービス業 C社様（東京都） ／ 環境サービス業 S社様（埼玉県）
機械製造業 S社様（兵庫県） ／ 食品製造業 I社様（新潟県） ほか

■ [7CSR名刺]ご採用の決め手（ユーザー様の声より）
自社で出した使用済み印刷物は、今までは「ゴミ」として廃棄していました。
[7CSR名刺]のシステムを知り、CSR活動の一環として採用いたしました。

名刺価格

[7CSR名刺]の名刺価格は[7card]と同額です。全国送料無料で1箱からお送りします。
※名刺価格は３ページをご覧ください。使用済みコピー用紙を7officeにお送りいただく運賃はお客様負担となります。

http://www.7card.jp/7csr

7oﬃce 株式会社は、セルフリサイクリング推進チームの会員です。

Self Recycling

詳しくはお問い合わせください
7office株式会社 TEL 055-235-4348

セルフリサイクリング推進チーム セルフリサイクリング

検索 http://www.selfrecycling.net/
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お申し込み は今すぐ！
今すぐ！
利用申込書と名刺を送るだけで
利用申込書と名刺を送るだけで 簡単にお申し込みいただけます
簡単にお申し込みいただけます
これだけあれば
お申し込みOK

ご用意いただくもの

1

利用申込書

2

今お使いの名刺2枚
1,295円
1,295円

複数のデザインをお使いの場合は、
それぞれを2枚ずつご用意ください。
A4サイズ
資料に同封しています。

1

2

ご記入のうえ、FAX送信してください

FAX

名刺テンプレート作成見本として

名刺2枚を郵送してください

055-235-4313

同封の返送用封筒をご利用ください

FAX受領後、担当者よりご連絡いたします。名刺が当社に到着した時点でお申込受付完了となります。

このほかのお申込方法

郵送お申し込み

利用申込書と名刺2枚を郵送してください

セブンカード 名刺
WEBお申し込み

検索

http://www.7card.jp/order/
お申し込み画面からお手続き後、名刺を郵送してください

WEB
簡単操作を
無料お試し
セブンカード お試し

※

ご利用スタートまで約1週間

お申し込みの翌週には[7card]で名刺のご注文が可能です

※ テンプレート作成用にお送りいただいた名刺が当社に到着してから約1週間

今すぐのお申し込みで確実なコスト削減を
お問い合わせ

TEL 055-235-4348

お電話受付時間

月〜金（土・日・祝日除く） 9：00〜18：00

FAX 055-235-4313 WEB http://www.7card.jp/ e-mail toiawase@7card.jp

【運営会社】法人様のコスト削減と効率アップを支援するセブンオフィス

7office 株式会社
セブンオフィス

7office
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■本
社 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-14-6
■東京オフィス 〒130-0025 東京都墨田区千歳1-1-14-302

http://www.7office.jp/
（2014.10）

