
ビジネスは、
一枚の名刺からはじまる。

Corporate Guidance



名刺とは、これからの取引に安心と信頼をもたらす、

企業情報ツールです。

すべてのビジネスは、名刺交換からはじまります。

名刺は、自分がどこの誰かを相手の記憶と記録にとどめるという役割とともに、

会社の歴史や社風、その人の職責や人柄を何気なく印象づける効果もあります。

ビジネスのはじまりに欠かせない、“信頼”の獲得につながる、

小さいけれど大きな力のある企業情報ツール。

私たちは、名刺へのあらゆるご要望にお応えする“名刺コンシェルジュ”として、

より美しく高品位な名刺を、より迅速かつ正確にお届けすることで、

貴社のビジネスの成功、発展に寄与してまいります。

名刺の基本は遵守されていますか？

コーポレートカラーは厳格に守られている

書体や文字組みなどがきちんと統一されている

企業名と役職、名前がバランスよく配置されている

すべての要素が美しくレイアウトされている

指定どおりに正しく、美しく印刷されている

デザインイメージに合った用紙が使われている
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つねに高品質と短納期、低コストを実現。 日々の研鑽が生んだ、多くの企業様との絆。

1, 500社
規模・業種を問わず、日本全国で多くの企業様・店舗様と
お取引いただいております。

会社創業以来、
地球２周分の名刺を製作。

わたしたちの約束 わたしたちの実績

創業以来、名刺に特化した印刷会社として、高品質と短納期、

低コストの実現に向け企業努力を続けてまいりました。

特に、名刺をより簡単・スピーディに発注管理できるウェブ発注システムを構築し、

多くのお客様から「発注の手間がかからず便利」「名刺管理業務の時間を短縮できた」

「的確でミスのないデータ管理ができる」と、ご好評をいただいております。

お問い合わせをいただいた際には、必ず訪問、お顔合わせのうえ、

ご要望から将来的なニーズまでを伺い、最適なご提案をさせていただきます。

最高品質

最短翌日納品

コストと
手間の削減

取引企業数

上記の名刺印刷実績はもとより、豊富な実績に基づくデータの蓄積と独自のノウハウによる、
万全の生産管理体制を保持しています。

一日 年間

約15万枚 約4 , 500万枚
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×

先進の“デジタルトランスフォーメーション”で、名刺の「作り方」と   「渡し方」を革新します。
変容するビジネス環境にマッチした、これからの  名刺とは！？

社員数が多いから…
名刺データの管理が煩雑

出張、会議 etc…
突然の名刺切れで間に合わない

リモートワークが主体…
最近名刺を使わなくなった

誰がどこに発注している…！？
名刺の発注管理が把握できていない

信頼の社内一貫体制

Webでの発注受付から
印刷・検品・発送まで、全
工程を社内一貫体制で
行っています。

●「作り方」のお悩み

●「渡し方」のお悩み

営業のアポがとれないから…
名刺交換するチャンスがない

クラウドでの『名刺Web発注・管理システム』　

U-net＋Order System
名刺を作る時に

手間やコストを大幅に削減する！

いつでもネットで名刺交換できる『Web名刺』

U-netα
名刺を渡す時に

これからの名刺交換の新しいカタチ！

データ編集・校正が簡単

画面上で文字情報を自動
レイアウト。データの編集
～印刷プレビューによる校
正までが簡単にできます。

部署や支店ごとの発注管理に対応

各社それぞれの社内申請
方法に対応し、部署や支
店などのグループ単位に
よる、キメの細かい発注管
理が可能です。

ボタンひとつで名刺交換

専用Web上で簡単＆ク
イックに名刺を送受信可
能に。アプリのインストー
ルも不要です。

万全のセキュリティ

Web 会議やオンライン営業に

会議や営業、共同作業な
ど、さまざまなシーンで名
刺交換が可能。多彩なデ
バイスに対応しています。

情報発信ツールとして活用

名刺に記載した内容以外
にも、会社や商品の情報、
自己PRなどを添付可能。
効果的なPRツールとして
使えます。

先進のデジタル技術で名刺を作る、渡す。 U-net＋Order System と U-netα の連携により、新しい時代の名刺管理＆活用を実現します！！

SSL暗号化通信など、個人情報保護への取組みは
24時間365日体制で徹底管理しています。共通のポイント！
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面倒な名刺発注管理の業務効率が飛躍的にアップします。
名刺発注には、企業の決裁権のあり方によって、さまざまな運用方法があります。

弊社は多くの実績から得たノウハウにより、貴社に最適な方法をご提案いたします。

操作は簡単＆クイック！ いつでもWebから発注、一括管理できます。

① ログイン画面

弊社への発注までの流れ

運用方法の種類（7種類）

1
管理簡易型

2
権限分散型

3
承認一般型

4
事業部運用型

5
拠点承認型

6
代理承認型

7
多重申請型

⑤ 発注一覧照会

② 発注入力or
　 発注一覧選択画面

④ プレビュー画面

⑥ Thank Youメール

名刺依頼を直接弊社へ発注可能

名刺依頼の社内申請を上げる
弊社への発注が不可能

社内申請に対して内容を承認・弊社への発注が可能

社内申請に対して内容を承認のみ
弊社への発注が不可能

他社にはない、弊社ならではの【6・代理承認型】や【7・多重申請型】など、貴社に合ったシステムをご提案いたします

全社で共通する1つのログイン
ID・パスワードで直接発注
※データは全社で共通

サイト運営の管理が容易
→組織変更に影響されない
全社員のデータ閲覧が可能

業務部門の負担軽減
→承認する業務のみの為
　大幅な業務効率アップは困難
全社員のデータ閲覧が可能

事業部単位での運用に最適
全社員のデータ閲覧が可能

拠点単位での運用に最適
全社員のデータ閲覧が可能

・各部署への権限移譲により管理  
  部門の業務負担が軽減される
・名刺表示ルールの統一性低下

各部門または各支店、全社員の
データ閲覧が可能

各部門または各支店、全社員の
データ閲覧が可能

各部門毎の発注者が直接発注
※データは全社で共通

部門毎に申請し、部門毎に
承認する
※データは全社で共通

部門毎に申請し、部門毎に
承認する
※データは全社または
　各部門または各支店で共有

部門または各支店で注文を上げ
管理部門で一括承認
※データは全社または
　各部門または各支店で共有

部門毎に申請し、部門毎に
承認する
※データは全社で共通

各部門または各支店で注文を
上げ管理部門で一括承認
※データは全社または各部門または
　各支店で共有

発注

発注

発注

発注

部門1 or A支社
部門2 or B支社
部門3 or C支社

部門1 or A支社
部門2 or B支社
部門3 or C支社

部門1 or A支社
部門2 or B支社
部門3 or C支社

部門1

部門1

部門1

部門2
部門3

承認

承認
承認
承認

承認

承認

承認

管理者
承認

管理者
承認

管理者
承認

管理者
承認

管理者

管理者

管理者

管理者
管理者
管理者

管理者

全社員
発注

発注

発注
承認不要での
運用

※1～7の運用方法の際、IDごとに社員データの閲覧の制限をかける事が可能です。　※複数承認をご希望の場合など、詳しくは担当者にご相談ください。

U-net＋Order System

③ 発注画面

（1）（1）

（2）

専用サイトにアクセスし、

ID・PASSWORDを入力

してログインします。
【現状の名刺注文の場

合】発注入力ボタンをク

リックします。

（1）発注したい該当の行

の「入力」にチェックを入

れます。

（2)発注をクリックします。

名刺デザインの確認表

示をクリックすると、PDF

が開きます。

進行状況の確認ができま
す。
（1）該当文字を入力／発
注日を入力／未納品、納
品済、キャンセルいずれ
かにチェックを入れます。
（2）条件を設定しクリックすると指定した条件に一致する明細のみが表示さ
れます。

ご注文受付のご確認と
いうタイトルのメールが
発注者様に届きます。
※内容を必ずご確認く

●ご発注から納品までの流れ

※ 電話、ファックスでのご注文も可能です。

画面上でデータ編集～印刷プレビューのチェックまで可能

受付が完了するとメールでお知らせ。完了次第速やかに印刷

スピードと個別対応に優れた、高精細なオンデマンド出力

専門スタッフの検品により、つねにご満足いただける品質を保証

宅急便で発送。ひと箱からでも最短で翌日お届け

発注

受付

印刷

検品

発送

パソコンやスマートフォン、タブレットから、
いつでもどこでも発注可能！

発注 ～ 受付 ～ 印刷 ～ 検品 ～ 発送

15 時までのご発注で翌日発送！
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『Web名刺』U-netαで、新しい名刺交換の時代がはじまります。
オンラインでの名刺交換が簡単＆クイックに！

Web 会議やオンライン営業などのあらゆるシーンで、名刺交換からコミュニケーションの扉が開きます。

『Web名刺』の送受信は、すべて専用Webで完結。だから手間ナシ、いつでも安全安心です。

U-netα

今ご使用の名刺をそのままデジタル化。
今すぐスタート！

Web上のメール機能を使って送受信。
アプリのインストールも不要！

PCやスマホ、進化形ケータイなど、
さまざまなデバイスに対応！

担当者にも、管理者にも便利な機能を搭載。U-net＋Order Systemとも連携可能です！

メッセージ機能
名刺の送信時、相手先からの返信時に、専

用Web上のメール機能でメッセージを送

受信できます。

オンラインミーティング機能
オンラインでの商談や会議、コラボレーショ

ン作業などで、写真や資料、データなどの

画像と一緒に、『Web名刺』を効果的に見

せられます。

マネージメント機能
管理者専用ページから、担当者の追加や変

更、使用権限の設定、各社員への名刺配布

などの運用管理が行えます。
※U-net＋Order Systemと連携した機能です。

名刺を送る時

Web上のメール機能で一発送信！

名刺を受け取る時

登録や設定は一切不要！
★URLやQRコードを記載して、そこから名刺を見せることもできます。
　他にも、SMSやSNSアプリを経由した送信も可能です。

① ログイン画面
専用サイトにアクセスし
ID・PASSWORDを入力

③ マイページ画面
「Web名刺を送信する」ボタンを
クリック

⑤ メール画面
相手先にメール送信完了

② 登録画面
名刺の画像・文字データ、
その他PR情報などを登録

① ログイン画面
受信したメールのURLか
ら専用サイトにアクセス
し、名前とメールアドレス
を記載してログイン

② 「Web名刺」画面
名刺とその他PR情報など「Web名刺」が表示される

A名刺
大切な貴社の名刺を正
確に美しく表示。送信前
に最新情報を追加する
など変更も容易です。

BPR情報
企業情報や商品情報と
いった会社からの発信、
新任挨拶や自己PRなど
の個人活用まで、使い方
は無限大です。

C電話帳登録
デバイスの電話帳アプリ
が開き、送信者から受け
取った名刺情報をそのま
ま登録できます。

Dメッセージ
送信者のメッセージに専
用Web上ですぐに返信
できます。

便利で多機能！「Web
名刺」は、名刺交換だ
けで終わらない、“使え
る営業ツール”です。

④ メール送信画面
送信相手のメールアドレス、件名、
メッセージなどを記入して送信

⑥ 送信履歴画面
送信履歴、相手先の閲覧状況を確認

A

B

C

D

A

B

C

D
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名刺にこだわり、
お客様の声を励みに、

令和の時代の“ビジネスの絆づくり”に
貢献します。

何より“信頼感”が大切な業種なので、第一印象を

左右する名刺は、挨拶や服装と同じくらい重要です。

当社の名刺はデザインも印刷も良く出来ていて、

信頼感の獲得につながっています。

担当者がお客様から「顔写真がキレイにハッキリ

写っていていいね！」などとお褒めいただくそうで、

とにかく評判いいです。

不動産会社　営業部長　A・S様

小ロットのデジタル印刷でも、ネオンカラー、透明印刷、ホワイ

ト印刷に対応いただけることがありがたく思います。また、デジ

タル印刷ですと納期も早いので、緊急な場合にもご対応いた

だき助かっております。都会の便利な立地ということもあり、緊急

の場合にもバイク便を使用しても時間がかかりませんので、緊

急の場合にはありがたく思います。お名刺以外のデザインや、

冊子の編集にもご協力いただいており、心強いパートナー様

だと感じております。末永くよろしくお願いしたい会社様です。

OA機器商社　印刷部門　T・U様

人材派遣会社　管理部長　T・I様

得意先に会うのがままならない状況が続いていますから、

まずは「Web名刺」を送って！というやり方がとても重宝して

います。名刺だけでなく商品PRや自己紹介も添付できるの

で、話が早い！。専用Web上で名刺を送ったら、すぐに「前向

きに見当します」と、その場でメッセージを返信いただけた

時は本当にうれしかった！これからの時代の標準的な営業

スタイルになると思います。

食品メーカー　営業担当　M・N様

U-net＋Order System とU-netαを併用しています。

現場の担当はとにかく必要な時すぐに名刺が欲しいから、

ウェブで簡単に発注できて便利だし、管理面のメリットは

絶大ですね。それに何といっても今はリモートの時代。

デジタルの名刺で名刺交換というのも、はじめは

馴染めなかった私の心配などよそに（笑）、

うちの若手はみんな自己PRツールとして上手に

使ってくれていますよ。

名刺や当社独自の営業支援ツールの一括作成・発送でお世話

になっています。全国に支店を持つ当社にとって、在庫・コスト管理

ができることは勿論ですが、営業社員の名刺・ツールの活用状況

を把握できることに大変なメリットを感じています。

また、いつもこちらが実現したいことに対して真摯にご相談に

乗っていただき、迅速にご対応いただけることも大変な魅力です。

印刷技術も素晴らしく、大変満足しております。

今後ともよろしくお願いいたします。

保険代理店業　営業推進部門　Ｔ・Ｅ様
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高品質で多彩なメニューで、
オフィスや学校、店舗の印刷ニーズにお応えします。

●封筒・ハガキ（DM各種、招待券、受験票等）

印刷メニュー

定形、定形外を問わず、すべての規格に対応。文字や画像データの差替え、ナンバリング管理など、
一部ずつの細やかな対応もおまかせください。

●挨拶状・案内状（異動・移転・総会・記念行事等の案内、賞状、証書類等）
封筒と内封するカードや賞状、証書のセット。ロゴや社判入れなどはもちろん、
ご要望に合わせた内容で制作から発送まで承ります。

制作、印刷、宛名印字、封入・封かん、投函までご要望に合わせて承ります。

●会社案内・パンフレット・各種資料
企画からデザイン、印刷までワンストップ、社内一貫体制で多様なニーズにお応えします。
プレゼン資料や契約書の作成もご相談ください。

●販売促進施策・キャンペーン
企業や商品の目的・課題に応じた販促活動もご相談ください。ブランド認知や周年事業、
販促キャンペーンなどで、バリエーション豊かなノベルティ・プレミアム、POP・ツール各種をご提案します。
ナンバリング、可変テキストやQRコード印字などのバリアブルオプションもおまかせください。

企画・制作、印刷・加工、発送管理までご要望に合わせて承ります。

Corporate Profile

Corporate Profile

14 15



高画質・高精細なオンデマンド出力機をラインアップ。
クオリティ×スピード×コストを追求した最新の設備です。

機種名印刷方式 対応サイズ・仕様

RICOH Pro C9210
オンデマンド

Canon imagePRESS C10000VP
オンデマンド

手動型押しプレス機

自動型押しプレス機

活版印刷機

角丸機

断裁機

断裁機

箔押し機

PP加工

A1モノクロスキャナー

大判カラーインクジェットプリンター

大判白黒複合機コピー＆スキャナー

大判ロールラミネーター

A3版ラミネーター

APC-6 1

APC-45

HOTNAMER S-W-M

Newly Scamera-1/mono

EPSON PX-H9000

KIP3100

LAMI Monkey44DX

LPD3212 Meister6 EX

名刺サイズ

名刺サイズ

墨・特色

R2～R8まで

断裁幅：61cm　断裁厚:10cm　記憶容量:99コース 256工程　入力方式:テンキー/試し切り記憶　締圧:500～1700kg可変

断裁幅：450mm　断裁厚：60mm　記憶容量:30コース99工程

最大印字領域 150×100mm　金・銀

A3ノビ

A1サイズまでのモノクロ専用フラッドベッドスキャナー

光沢紙・マット紙・半光沢紙（ロール紙幅1118mm）　普通紙（ロール紙幅914mm）

モノクロシート原稿専用のコピー＆スキャナー　最大用紙幅880mm（普通紙）　

厚さ100μと32μ　1100mm幅の光沢ラミネートフィルム使用　コールドラミネート（マット、片面用）

A3、A4、名刺サイズラミネート

◎オフセット印刷機もラインアップ。デジタルとは異なる熟練の印刷技術もお任せください。

定形：A3～郵便はがき（100×148mm）
13×19.2"～5 1/2×8 1/2" 
不定形：幅100～330.2mm 長さ139.7～1,260mm
★52.3～470g/m²（45～404kg） 
　用紙厚み最大0.6mm　A4サイズ135ページ/分

RICOH Pro C 7210SHT

オンデマンド

52.3～360g/m²（45～309kg）
定形：A3～郵便はがき（100×148mm）
不定形：幅100～330.2mm
★ゴールド印刷・シルバー印刷・メタリック印刷・封筒印刷可

330×483mm,320×450mm（SRA3）、
305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、
郵便4面はがき、ユーザー設定サイズ（182×182mm～
330.2×487.7mm）60～350g/㎡
★中綴じ3方断裁ユニット付き

KONICA MINOLTA AccurioPress C83hc
オンデマンド

KONICA MINOLTA AccurioPress C4080

オンデマンド

長４封筒も可
最大：330×487mm
最小：140×182mm
通紙可能坪量:62～360g/㎡
★写真の画質がきれい

最大：330×487mm、最小：140×182mm
通紙可能坪量:64～300g/m²
★特色再現性にも優れる高彩度トナー
　ハイクロマトナーが有するワイドな色域

Canon imagePRESS C910+封筒フィーダー
オンデマンド

長4封筒～角０封筒まで
通紙可能坪量:52g／㎡～350g／㎡
★封筒印刷専用



企業の創造と社会の発展と共に歩む。

　おかげさまをもちまして、弊社は無事、設立20周年を迎えることが
できました。これもひとえにお客様、お取引先様のご贔屓の賜物と
厚くお礼申し上げます。
　そして弊社は、これまでのご愛顧に対する感謝を新たにし、また、
糧として、さらなる成長と社会への貢献を果たすべく、いっそう精進
してまいる所存です。
　弊社は創業以来、いち早くデジタル印刷機を導入するなど、常に
時代の潮流を先読みする挑戦をつづけてまいりました。企業としての
こうした姿勢は、新サービス「U-netα」に見られるように、デジタル
トランスフォーメーション（DX）が高らかに叫ばれる今日にあっても
何ひとつ変わることはありません。たゆまぬ挑戦こそ創業者松原丈志
のDNAであり、そのDNAは、後を継いだ私の中にも脈 と々受け継が
れているものだからです。
　私どもの使命は、「約束」です。そして、私どもの存在価値は、
「信頼」です。「約束」と「信頼」は弊社事業の根幹を成すものであり、
同時に、飛躍への両翼ともなっているものです。これからも「約束」と 
「信頼」を堅持し、守り育て、成長への歩みを続けてまいります。
　皆様におかれましては、従前に変わらぬご指導、ご鞭撻を賜ります
よう、何卒宜しくお願い申し上げます。

◎会社概要

名 称

代 表 者

所 在 地

設 立

電 話

F A X

資 本 金

事 業 内 容

取 引 銀 行

ユニオンネットワーク株式会社

松原 匡隆

東京都中央区築地1-12-22

平成13年5月30日

03-6821-8881（代）

03-6278-0513

15,000,000円

名刺、カード、封筒類印刷、デジタルプリプレス
その他各種印刷及び企画制作

三井住友銀行 京橋支店
三菱UF J銀行 京橋中央支店
みずほ銀行 築地支店
商工組合中央金庫 池袋支店
きらぼし銀行 日本橋支店
城南信用金庫 銀座支店

◎関連グループ会社

TEL 03-5565-1313　FAX.03-6278-8666
アルボックス株式会社

ユニオンネットワーク（株）

ユニオンネットワーク株式会社
代表取締役　松原 匡隆

銀座松竹スクエア


