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ビジネス名刺のデザイン百貨店　ガイドブック

名刺のIT革
命

名刺のIT革
命名刺のIT革
命

100%オリ
ジナルのビ

ジネス名刺
は、

選べるデザ
イン70%

と自分カス
タム30%

で作る!

ウェブブラ
ウザ上で名

刺作成、デ
ザイン管理

ができ、

    印刷発注
までワンス

トップでご
利用可能! 

デザイン百
貨店が

        中小
企業・SO

HO・個人
事業主の名

刺発注業務
を劇的に変

えます!
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■デザイン百貨店　名刺サービス　ガイドブック

ビジネス名刺は Webブラウザ上で 
「デザインをカスタマイズして購入する」時代 !!

100%オリジナルの名刺は、
選べるデザイン70%と自分カスタム30%で作る

ウェブブラウザ上でデザインを
選んでその場で名刺編集ができる！

既存のネットショップやリアル店舗にはない
便利に使える発注システム

名刺発注業務が劇的に変わる !
ウェブ活用型の便利な法人機能

～中小企業・SOHOの名刺作成にかかる発注管理のストレス、コストを削減する法人機能も充実～　

名刺革
命

0１
名刺革

命

02

ハイセンスなビジネス
デザイン400種類

名刺のコーポレートブランディングに最適！

自由自在にカスタマイズ
レイアウト編集ツール

デザイナーに頼まなくても楽々デザイン！

デザインフォーマット作成 
簡単バリエーション管理

統一のデザインで全社員の名刺を展開！

購入リクエスト・とりまとめ
月極め請求書払い

ストレスフリーな名刺の発注業務を実現！

子
アカウント ①購入リクエスト

購入とりまとめ

商品カート

購入完了
③直接購入

商品を買いたい

④購入決済

｢承認｣ ｢否認｣
カートへ
入れる ×

②承認機能

親アカウントへ申請

親
アカウント

親
アカウント

01. デザイン百貨店4つの名刺革命

デザイン百貨店 名刺・カード URL http://card.creators-design.com 1

名刺
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幅広い名刺バリエーションからお客様のイメージにマッチしたデザインを選べる

ハイセンスな名刺デザイン４００種以上

■種類豊富な名刺用台紙
名刺印刷に適したマットコート紙・コート
紙から、ラメ入り紙 / 半透明紙 / ヴァン
ヌーボ / 再生紙をご用意しています。お好
みに合わせてご活用ください。
※現在、NO1人気の台紙はヴァンヌーボ！

■オリジナル名刺ケース
デザイン百貨店は遊び心を忘れません !
お客様が作成された名刺は高級感のあ
るオリジナル名刺ケースに入れてお届
けします。50枚の名刺が入り、名刺
入れとして使える優れものです。

■デザイン百貨店 名刺サービス ガイドブック 02. 選べるデザイン 400種類
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名刺価格 1,29
0円 (税込)～名刺価格 1,32
0円 (税込)～

名刺価格 1,35
0円 (税込)～

■ハイクオリティな印刷品質
世界最高峰の出力解像度リアル2,400dpi を
実現し、非線形10bit スクリーン処理へ進化された
FUJI XEROX Docu Color 1450GAを採用。
忠実な色再現と高精細な画質でハイクオリティな
印刷質感をご提供しています。

デザイン
だけじゃ

ない＋α
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選んだ名刺デザインをウェブブラウザ上で編集できる

■文字情報を自由に編集

■レイアウト編集ツールについて ■レイアウト編集ツール 搭載機能

文字情報の入力・フォント・カラーの
編集はもちろん、水平移動、回転機能を
使えば、絶妙なレイアウト調整も
自由に行って頂けます。 

デザイン・DTPの現場で使用される
「ダイナフォント」をサポート。
プロのデザイナーに負けない
デザインを手軽に作成頂けます。 

四角形・円形の描画・変形・着色は
もちろん、シェイプ機能を使えば『★』
などの配置も可能！オブジェクトの
透明度の設定も行って頂けます。 

■プロ仕様フォント30書体 ■図形編集機能

携帯3キャリ
ア対応

■画像アップロード機能

■ロゴマーク ■各種マーク ■各種画像

名刺のレイアウトに、画像の配置ができます。ロゴマークや ISMS/Pマーク等の
各種マーク、顔写真・イラスト、地図など様々な用途でご利用頂けます。

国内で唯一、携帯3キャリアに対応した高機能な
名刺用QRコードの生成が可能です。QRコードの
カラー編集にも対応しています。

■QRコード生成

多彩なデザイン機能搭載「レイアウト編集ツール」

デザインなんて敷居が高い…と
ご心配な方も安心して使える
便利機能満載！しかも￥0で使える。

デザインなんて敷居が高い…と
ご心配な方も安心して使える
便利機能満載！しかも￥0で使える。

※レイアウト編集ツールの起動には、Adobe社が提供する、
　最新のFLASH PLAYER( 無料配布 )が必要となります。

※画像はJPEG,GIF,PING形式で2MBまでアップロード可能

■簡単文字入力

■自在にレイアウト

■自由に着色

オブジェクトの
拡大･縮小変形

オブジェクト
の回転機能

■デザイン百貨店　名刺サービス　ガイドブック 03. レイアウト編集ツール

デザイン百貨店 名刺・カード URL http://card.creators-design.com 3

MAP顔写真
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親アカウントで複数の子アカウントを発行。企業の名刺作成・管理フローは劇的に変わる！

親アカウントで作成できる
名刺の社内デザインフォーマット

デザインフォーマットの複製利用で
社員の名刺をバリエーション作成

社員一人一人が
自身の名刺を自ら作成も…

名刺デザインの一括管理と発注の一元管理ができる管理者権限 (親アカウント )を設けました。親アカウントは各部署担当者や店舗などへ付与する子アカウントを発行できます。

デザインを選んで、カスタム編集できる名刺の
デザインフォーマットは、コーポレート
ブランディングを意識して、納得いくまでデザイン。

名前・役職・部署等の文字情報を変更すれば、
統一性のあるデザインで全社員の名刺を簡単に
バリエーション展開・複製保存できます。

各部署の担当者は名刺フォーマットを元に自身の名刺
編集や修正が可能。名刺作成の手間暇を分散し量産で
きるため、名刺の全体発注担当者にかかる負担を軽減。

名刺のデザインフォーマット作成/簡単バリエーション展開

名刺の社内デザインフォーマット作成 社員の名刺を簡単バリエーション作成 デザインフォーマットの社内配布が可能
親アカウント機能 親アカウント機能 子アカウント機能

■名刺作成フローの改善例 親アカウント：名刺の全体発注管理者 ( 総務部 )　

名刺の全体発注管理者は、
営業管理部に子アカウントを発行

あらかじめ作成してある名刺のデザイン
フォーマットを営業管理部へ付与

営業管理部 担当者はデザイン百貨店サイトに子アカウント
でログイン後、自ら名刺の文字編集を行い、追加保存

名刺の全体発注管理者は、
データチェック後、注文の裁決

子アカウント：営業管理部　 名刺の全体発注管理者の皆様、印刷会社との折衝や校正などの煩雑なフローにお困りではありませんか？

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

■デザイン百貨店　名刺サービス　ガイドブック 04. デザインフォーマット作成 & 簡単バリエーション管理
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デザインフォーマットの社内配布

カスタ
マイズ
カスタ
マイズ 御社のイメー

ジに近い名刺
を

納得いくまで
デザインでき

る！御社のイメー
ジに近い名刺

を

納得いくまで
デザインでき

る！

デザインの
再編集可能！

営業部 ○○さん 総務部 ○○さん 店舗 ○○さん

名刺データの保存

自分で
編集！

自分で
編集！

自分で
編集！
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既存のネットショップやリアル店舗にはない、ウェブならではのスムーズな発注フロー　

■購入リクエスト・とりまとめについて

■月極め請求書払い

■名刺作成 /購入時の管理者権限 ■発注時は購入条件の編集が可能

発注に便利な一括管理と管理者権限の機能を設けました。
親アカウントは各部署 /店舗などへ付与する子アカウントを発行することができます。

法人の経理処理業務にも柔軟に対応。 法人のお客様のみ、１ヶ月（月初めから月末まで）の購入金額を
おまとめし、「請求書払い」にてお支払い頂けるサービスをご用意しました。

月極め請求書払いが開始されると、以降のお支払いは毎月１ヶ月間（月初めから月末まで）の
購入金額をまとめて、ご請求書を発行・発送させて頂きます。 お支払いは翌月末となります。

商品をカートに入れる際は、台紙、印刷カラー、
印刷枚数を都度変更することができます。

8種のライン
ナップから選択

※親アカウントから購入の際は、とりまとめフローは必要ございません。    ※新規アカウント登録時は子アカウントは作成されておりません。

名刺の発注業務を一元管理、購入リクエスト/とりまとめ機能

｢親｣作成
レイアウト

レイアウト・
名前の編集追加

購入条件編集

購入ボタン

削除

｢子｣作成
レイアウト

｢親｣作成
レイアウト

｢子｣作成
レイアウト

管理内容
親アカウント画面

カートに入れる 親へ購入リクエスト送信

子アカウント画面

○

○

○

○

×

×

×

○

○

×

×

×

○

○

○

○

台紙 印刷
枚数

モノクロまたは
カラーから選択

50枚～10000枚
まで選択可能

印刷
カラー× ×

■お支払い締日について

※各種クレジットカード（VISA、Master Card、JCB、American Express、Diners Club ）、銀行振込、代金引換のお支払い方法もご用意しております。

※運営事務局にて与信審査を行います。　売掛債権の理由から、審査にお時間を頂く場合がございます。

名刺を購入したい子アカウントは、親アカウントに購入リクエストを申請でき、発注の承認 /
否認採決をすることで、再発注も便利に使えるスムーズな業務フローを実現しています。

■デザイン百貨店　名刺サービス　ガイドブック 05. 購入リクエスト・購入とりまとめ機能
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子
アカウント ①購入リクエスト

購入とりまとめ

商品カート

購入完了
③直接購入

商品を買いたい

④購入決済

｢承認｣ ｢否認｣
カートへ
入れる ×

②承認機能

親アカウントへ申請

親
アカウント

親
アカウント

※各部署/店舗など
   任意に設定可能

※名刺の全体発注管理者

※名刺の全体発注管理者

お申し込み手順

月極め請求書払いを申し込む

お申込み結果のご連絡

毎月1ヶ月間を纏めてご請求

法人親アカウントマイページより

運営事務局にて 期間が２・３日程

請求書払いの開始 ご連絡と同時に！
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名刺発注業務が劇的に変わる!　ビジネス名刺のデザイン百貨店に今すぐアクセス！

デザイン百貨店の名刺サービスは、ネットブラウザを利用したシステムを提供している為、専用ソフトのパソコンへのインストールや、
社内サーバーの管理は一切必要ありません。　導入にかかる開発費や運用費は￥0で24時間利用可能です。

http://card.creators-design.com

http://card.creators-design.com/pasome/
パソメ 　スペシャルコンテンツ

ビジネス名刺だけ
ではありません！

！

■デザイン百貨店　名刺サービス　ガイドブック

営業マンのセカンド名刺として使える！
個性的なデザイン 多数ラインナップ!! パーソナルブランディングの名刺「パソメ」

06. デザイン百貨店サイトのご紹介

デザイン百貨店 名刺・カード URL http://card.creators-design.com 6
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メディアお問い合わせ先
デザイン百貨店に関するお問い合わせは下記までお願い致します。

TEL : 03-5790-9030
FAX: 03-5738-2140
E-mail: info@creators-design.com

株式会社デザイン百貨店
デザイン百貨店 運営事務局

PR担当 菅野

株式会社デザイン百貨店 会社概要

会社名：　 株式会社デザイン百貨店

設立年月日： 2009年6月17日

資本金： 5,000,000円

代表取締役： 菅野久美子

所在地： 〒151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷1-41-7
クリサンテ2006

TEL： 03-5790-9030

FAX : 03-5738-2140

URL : http://www.creators-design.com

事業部： クリエイティブ事業部
モバイル開発事業部
システム開発事業部
デザイン百貨店

主な事業内容 : 自社サービスの開発。開発請け負いによる
WEBやシステム総合プロデュース。
システム開発を含む企画・制作運用。

代々木公園

原宿 →
代々木公園
交番前
代々木公園
交番前

渋
谷
 →

NHK →

り
通
手
山

パーキングパーキング

代々木公園駅
出口２(南口)
代々木公園駅
出口２(南口)

代々木八幡駅代々木八幡駅
小田急小田急

南口南口 出口１(八幡口)
代々木公園駅
出口１(八幡口)
代々木公園駅

井の頭通り 交番

THEOBROMATHEOBROMA

ENTRANCE

富ヶ谷富ヶ谷

P

東京メトロ千代田線　
代々木公園駅　
出口2より徒歩8分

小田急線　　　　　　
代々木八幡駅   
南口より徒歩10分

■アクセス

■デザイン百貨店　名刺サービス　ガイドブック 07. メディアお問い合わせ先
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