
〒066-0027

北海道千歳市末広４丁目1番１３号

TEL ： （０１２３）２５－６５３９

FAX ： （０１２３）２５－６６１３

E-mail ： insatsu.om-net@therap.or.jp

中央バス ： 末広４丁目(㉒㉓稲穂団地線)

相互バス ： 末広４丁目(⑭図書館青葉線）

JR千歳 ： 東口から徒歩7分
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やきとり
工場

アーマージム

おむねっと

ショップカードなどもおまかせください

 似顔絵入りもお作りいたします！

   片面  50 枚　　　　　￥  825

   両面  50 枚　　　　　￥1,100

   

　　

　　　　　　　　

　

　   　　

名　　刺

※各種用紙枚数により価格は変動します　

モノクロ　　　　　 カラー

片面 (A4) ￥3.5 ～　片面 (A4）￥16.0 ～

印刷・コピー

両面 (A4）￥6.0 ～　両面 (A4）￥31.0 ～

両面 (A3）￥7.4 ～　両面 (A3）￥32.0 ～

上質普通紙

  24インチロール紙 (610mm）    ￥7.2 ～/cm

  36 インチロール紙 (914mm）    ￥8.3 ～/cm

光沢紙・コート紙

  24インチロール紙 (610mm)    ￥2 2 ～/cm

  36 インチロール紙 (914mm)    ￥3 2 ～/cm

 

横断幕・ポスター

※用紙のサイズなどで価格が変わります

ご相談ください

料金表 (参考価格・税込）

☆その他ハガキ・チラシ・パンフレット・封筒

　ポイントカード等もおまかせください☆

デザイン料・データー作成料

￥550 ～ 

社会福祉法人　　せらぴ

　『印刷工房おむ・ねっと』では、障がいをお持ち

の方々が、印刷作業を通じて必要な技能を習得する

為の就労訓練を行っております。

　安価な質の高い商品を目指して、御客様の希望を

出来る限り実現出来る様に心掛けています。

　お気軽にご相談下さい。

印刷工房おむねっとの事業

おむ ねっと



【その他 ( ショップカード・ポストカード）など】

詳しくは →→→

デザインの種類は豊富にあります。まずはご相談ください

データー持込印刷/名刺/チラシ/ハガキ/パンフレット/ポスター/ポイントカード/

 　封筒/冊子/横断幕/カッティングシール/ ラミネート加工等/見積り無料

少ない枚数からでもOK!　お客様のご要望をお伺いしご希望に合ったご提案をさせて頂きます

デザイン・イラスト作成（お客様手書きイメージやご要望に対応）

手書きイメージ

　　　を名刺に　

☆

名刺やチラシなどに　☆ 【似顔絵】

【サンプル】

○○○○　○○

○○○○
○○○○ ○○　○○

〒066-0000
北海道千歳市○○○○○○○○○○
TEL：0123-00-0000（000）
携帯 ：000-0000-0000

【名　刺】 【年賀状・はがきなど】

拝　啓

【自宅】

平成○○年○○月吉日

○○　○○

〒066-0000

北海道千歳市○○○○ー○○

【赴任先】

〒000-0000

東京都千代田区○○○○ー○○○

【携帯】000-0000-0000

こととお慶び申し上げます。

落葉の季節となりました皆様には益久ご清栄の

○月○日付をもちまして○○○○○○○○○

本部を最後に○○○○○を定年退官いたしました

昭和○年入隊以来○年余公私共格別のご懇情

を賜り心から厚くお礼申し上げます。

今後は在職間に賜りました貴重な経験と教訓

を活かし新しい職場である○○○○○○

末筆ながら皆様のご健勝ご多幸をお祈り申し

あげ略儀ながら書中をもってご挨拶とさせて

○○○で精進努力する所存でございます。

いただきます。

【宛名印刷（データ作成）】

講　師　　　○○　○○氏講　師　　　○○　○○氏

主催：○○○○○○○○○○○○○○

　経営者企業セミナー

テーマテーマ

「○○○○○○○～
千歳市のまちづくり」
「○○○○○○○～
千歳市のまちづくり」

日時

会場

平成３０年平成３０年 ５５月月３０３０日日 (水 )( 水 )

6:30 ～ 7:306:30 ～ 7:30
※セミナー開始 5分前までにご着席下さい※セミナー開始 5分前までにご着席下さい

○○○○　○○○○○○○○○　○○○○○

千歳市末広４丁目１　TEL 0123-25-6539　　千歳市末広４丁目１　TEL 0123-25-6539　　

○○○○○○○○○○○○○○
事
務
局

〒０６６－００６３　千歳市
TEL:0123-00-0000　FAX:0123-00-0000
http://www.aaaaaa.aaaaaa/

千歳市○○○○ 経営者企業セミナー　参加申込書

※お席を確保いたしますので、 事前の申し込みをお勧めします。 締切 :５月２５日 ( 金 )

○○○○○○○○○○○○○　

貴社名

申込者ご氏名

参加人数

食事会参加人数

名

名

○○○○企業セミナー

参加費
無料

セミナー終了後、食事会を行っております。

名刺交換など交流の場としてぜひご参加下さい。

料金： グラタンセット（スープ・コーヒー付）・500 円

 コーヒーのみ ・・・・・・・・・・・・200 円

セミナー終了後、食事会を行っております。

名刺交換など交流の場としてぜひご参加下さい。

料金： グラタンセット（スープ・コーヒー付）・500 円

 コーヒーのみ ・・・・・・・・・・・・200 円

食事会のお知らせ食事会のお知らせ

　○○○○○　　○○○　　　○○○○○

海田　花子　さん　　　　　　　　　　　　　　　山田　太郎　君　

1986 年１月１日                   　　  　 生年月日　　      　　　　　  　　1990 年 12月 24日

山羊座　Ａ型　                        　　星座・血液型　  　　  　                 　山羊座　Ｏ型

ゴルフ・ﾌｯﾄｻﾙ　　                          　趣味・特技　　　                 　　ｼｮｯﾋﾟﾝｸ ・゙お料理

肉・お酒　　　　                        　好きな食べ物　  　                   　　果物（イチゴ）

よく食べる！　                        　お互いの第一印象　                              　おしゃれ

何でもテキパキしている所        　　　   相手の好きな所　                          　優しいところ

明るく元気な家庭　                  　    どんな家庭を？　　　        　        笑顔が絶えない家庭

ずっと仲良しで　             　　         　相手に一言！　　　           　　楽しい家族を作ろうね

-ＭＥＮＵ-

しあわせのハーモニー

フカヒレのゼリー寄せ

米沢牛のカルパッチョ　サマートリュフ

を添えて

冷製コンソメスープ　地中海風　海の幸

と共に

オマール海老の雲丹のせ焼き

トマトと海藻風味のバターソース

グレープフルーツとバラゼリー

国産牛ヒレステーキとフォアグラ

季節の野菜とフルーティーなコートデ

ローヌワインのソースを添えて

メロンに季節のアクセントを添えて

本日はご多用中にもかかわらず私たちの結婚披露宴にお集ま

りいただき感謝の気持ちでいっぱいでございます

 このたび結婚に際しましてこれほどまでに人の絆というものを

感じたことは今までにはありませんでした

皆様の支えがあって初めてこの今日の良き日を迎えることがで

きたと実感しています

 これからも二人力を合わせ頑張っていきますので末永く御指導

の程よろしくお願い致します

 また私たちは右記の住所で新生活を始めます お近くへお越し

の際はぜひお立ち寄りください

〒066-0027 北海道千歳市末広 4丁目 1番 13号

THANKS 住所

写真幅 140mm まで

ユーポート
    末広

北央信用
組合末広支店

やきとり
工場千歳店

【パンフレット・チラシ・案内状など】

※二つ折り・三つ折り可能

【横断幕・ポスター垂れ幕】

【カレンダー販売（卓上・壁掛け】

20 ㎝


