この度は クリエイト・ア・ブック に関するお問い合わせをいただきまして、誠にあり
がとうございます。
クリエイト・ア・ブックは１９８０年、アメリカで生まれました。教師である一人の母
親が、自分の子供たちにふさわしい本がないことに不満を持ち自分の子供を主人公にした
絵本を創ったのがそもそもの始まりです。お話の中に自分の名前や友達の名前、さらには
自分の町の名が出てくるのを読んだり聞いたりすると、子供たちは大喜びです。
こうして出来たクリエイト・ア・ブックは、誰もが主人公になれるたったひとつの絵本
です。
クリエイト・ア・ブックは、ひとつひとつ心を込めて製本する世界でたった一冊のセミ
オーダー絵本です。
絵本には、主人公のお名前や住んでいるところ、友達の名前などの他、贈られる方のお
名前やプレゼント日、心を込めたメッセージなども印刷されるので、お誕生日、バレンタ
イン、入学、クリスマス、結婚、出産大切な記念日など、さまざまな場面でのプレゼント
として小さなお子様から大人の方までご利用いただけます。
どうぞクリエイト･ア･ブックの楽しい世界をお楽しみください。
お申込みの際は、クリエイト・ア・ブック申込書①、②に必要事項をご記入いただき、
同封の返信用封筒にてご返信いただくか、ファクシミリにてお申込みください。
（ピンク色
のパンフレットは裏面が申込書になっていますが、ご使用なさらずにそのままお持ちくだ
さい）
お申込み確認後、約 2 週間程度でお手元にお届けいたします。
ご検討いただきますよう、どうかよろしくお願い申し上げます

今回、送付させていただきましたパンフレットの同封物は次のとおりです。
ピンク色の総合パンフレット、絵本のタイトル一覧、申込書①、申込書②、
記入する際の補足事項、補足説明、返信用封筒
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
クリエイト・ア・ブック・ジャパン代理店

オリジナル絵本

アンディネット

〒500-8364
岐阜県岐阜市本荘中ノ町 4-22-3
FAX
058-200-2014
URL
http://www.andynet.co.jp
E-mail info@andynet.co.jp

あなたが絵本の主人公

【参考例】びっくり誕生日(子ども用)
・主人公の名前
・性別
・年令
・誕生日
・ニックネーム(呼び名)
・住んでいるところ
・友達の名前(3 名)
・プレゼントする人の名前
・プレゼントする日
・心を込めたメッセージ
※左の画像はサンプルです 赤い下線はつきません

ク
クリ
リエ
エイ
イト
ト･･ア
ア･･ブ
ブッ
ック
ク
世界でたった一冊の絵本

クリエイト･ア･ブックは、セミオーダーの絵本です。
ご注文をいただいた後に心を込めて製作させていただきます。
主人公の名前や住んでいるところ、贈り主の名前や日付、そして心を込めたメッセー
ジも編集されますので、お誕生日やご出産、ご結婚、クリスマスやバレンタインなど
の特別な日の贈り物など、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。

ようこそ！あかちゃん
赤ちゃんが生まれる少し前
のお話です。こうのとりさん
が立ち寄った妖精の世界で
楽しく遊び、やがて妖精の心
を学びます。(赤ちゃんの詳
細な情報は必要ありません)
(赤ちゃんの絵本)

3990 円(税込)

赤ちゃん誕生
出産を記念して赤ちゃん誕
生の全てを記録した思い出
深い物語です。(赤ちゃんの
詳細な情報が必要です)
(赤ちゃんの絵本)
※英語での出版可
3675 円(税込)

ゴルフの本
ユーモアとウィットに富ん
だストーリー展開。ゴルフを
愛する大人たちに贈る痛快
な絵本です。
(大人向け絵本)
※英語での出版可
3675 円(税込)

※

※

おたんじょうびのほん
(子ども用・大人用)

地球はごちそう
(子ども用・大人用)

君がまだ小さかった頃のこ
と憶えてる？ いろいろと
経験しながら大きくなって
いくんだね。世界でたったひ
とりの大切なあなたへ･･･
(誕生日絵本)
3990 円(税込)

みんなが住む地球について
考えたことある？
地球はたくさんのごちそう
をくれているんだ!

神さまの贈りもの
(子ども用・大人用)

びっくり誕生日
(子ども用・大人用)

人や物を大切にする心、思い
やりのある優しい心、神さま
からの贈りものを主人公に
優しく語りかけます。
(おすすめ絵本)
※子ども用のみ英語出版可
3675 円(税込)

[子ども用] 魔法の鍵と 11 の
部屋が導く空想の世界。
[大人用] 友人達が面白おか
しく主人公を語るジョーク
ブック。
(誕生日絵本)
※共に英語での出版可
3675 円(税込)

クリスマスの願いごと
(子ども用・大人用)

マイ・ウェディング
アニバーサリー

サンタクロースが主人公の
特別な願いを聞き入れ、北極
へご招待。楽しい出来事がま
っています
(クリスマス絵本)
※子ども用のみ英語出版可
3675 円(税込)

人生最大のイベント結婚式。
幸せいっぱいの二人の愛の
物語が、世界でたったひとつ
の本になります。
(結婚式の本)
※英語での出版可
4200 円(税込)

(おすすめ絵本)

3990 円(税込)

アニバーサリーリース
おふたりの幸せが永遠に続
くことを願って贈る絵本。こ
れから結婚を迎える方や既
に結婚されているご夫婦に
もおすすめしたい絵本です。
(結婚の絵本)
3990 円(税込)

恐竜の国での冒険

とっておきのプレゼント
(子ども用・大人用)
本物のサンタクロースって
見たことある？ サンタさ
んはとっておきのプレゼン
トを持ってきくれるんです。
(クリスマス絵本)
3990 円(税込)

ビックパレード

ユニコーンと一緒に恐竜の ヘリコプターや消防車に乗
国へ。冒険を通じて、さまざ ったり、ピエロやサーカスの
まな恐竜について学びます。 動物たちに出会ったり、楽し
い話題がいっぱい。
(子ども向け絵本)
※英語での出版可
3675 円(税込)

(子ども向け絵本)
※英語での出版可
3675 円(税込)

専用ギフトケース
（オプション）

「子ども用」
、「大人用」と分かれているタイトルは、表紙と挿絵が共通で、文章がそれぞれのリライトまたは、書下ろしとなります。
表紙の絵柄が予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
お問合せ先 アンディネット 〒500-88364 岐阜県岐阜市本荘中ノ町 4-22-3 FAX 058-200-2014
Andynet

申込書①と申込書②の両方をご記入の上
2 枚を 1 組としてお申込みください

申込日

年

月

日

クリエイト・ア・ブック申込書 ①
ご注文者の記入フォーム

注文者

名前
名前のふりがな
住所

（〒

-

電話番号

）

（

）

－

連絡用電話番号 （

）

－

）

－

（携帯電話など）

メールアドレス
商品のお届け先

名前
住所

（〒

電話番号

-

）

（

お願い：遅配の原因にもなりますので、マンション名まで含めた正確なご記入をお願いします
注文者とお届け先が違う場合は、請求書（明細書）は、注文者に別途送付いたします

-----------------------------------------------------------------------------------------

以下、ご希望の方法に○をつけてください
支払方法

1. コンビニ決済(あと払い、郵便振替兼用、払込手数料 弊社負担)
2．代金引換(代金引換手数料として 別途 260 円が必要です)

配送方法

1．ゆうパックを利用（送料として別途、500 円が必要です）
※合計金額が 8000 円以上の場合、送料無料です
※ゆうパック利用は、お急ぎの場合やお届け先が違う場合はより確実な配送方法かと思われます

2．郵便を利用（送料として別途、300 円が必要です）
※商品のサイズによっては郵便を利用できない場合がございます。

配達日

1．指定しない（ご注文後、10 日～14 日程度を目安にお届けします）
2．だいたいの日付で発送を希望
お届け希望日

平成

お届け時間帯指定

年

月

日頃

時頃の配達希望

※郵便を利用した場合は、お届け日ならびに配達時間帯指定ができません
※お届け日と時間帯指定は配送状況等によりますので目安としてお考えください

ギフトケース

1. 希望する
2. 希望しない
※ クリエイト･ア･ブック専用のギフトケースで、別途 270 円(税込)を申し受けます。

※ ご記入いただいた申込用紙は、念のため記入した控えをとっておいてください

※ クリエイト・ア・ブックの本体価格につきましては、別紙のタイトル一覧でご確認ください
クリエイト・ア・ブック ジャパン 代理店

オリジナル絵本♪

アンディネット

〒500-8364 岐阜県岐阜市本荘中ノ町 4-22-3
FAX
058-200-2014
URL
http://www.andynet.co.jp
E-mail info@andynet.co.jp

申込書①と申込書②の両方をご記入の上
2 枚を 1 組としてお申込みください

クリエイト・ア・ブック申込書 ②
絵本のタイトルと項目の記入フォーム
ご希望の絵本に○をつけてください

1. ようこそ！あかちゃん

2. おたんじょうびのほん(子ども用)

3. おたんじょうびのほん(大人用)

4. 地球はごちそう(子ども用)

5. 地球はごちそう(大人用)

6. アニバーサリーリース

7. とっておきのプレゼント(子ども用)

8. とっておきのプレゼント(大人用)

9. 赤ちゃん誕生

10.神さまの贈りもの(子ども用)

11.神さまの贈りもの(大人用)

12.びっくり誕生日(子ども用)

13.びっくり誕生日(大人用)

14.恐竜の国での冒険

15.ビックパレード

16.大人向けの絵本 ゴルフの本

17.クリスマスの願いごと(子ども用)

18.クリスマスの願いごと(大人用)

19.マイウエディングアニバーサリー

以下は、絵本に印刷される項目です。別紙の記入する際の補足事項をお読みになられたうえ、内容に間違
いがないことを確認のうえ、ご記入ください。
また、誤字の原因となりますので楷書で正確なご記入をお願いいたします。
［必須項目］
記入されたとおりに印刷されますので、ひらがな希望の場合はひらがなでご記入ください（ふりがなはつきません）

本の主人公になる人の名前

：

男 ・ 女

本の主人公になる人の呼び名：
年齢：

才

現在住んでいるところ：

本の登場人物：
本の贈り主の名前：

本を贈る日：

年

月

日

メッセージ（４０文字まで）

※［「赤ちゃん誕生」「ようこそ！あかちゃん」の場合のみご記入ください］
出生の年月日：

年

月

日（午前・午後

生まれたときの身長と体重：

時

分）

センチ

母親の名前：

グラム

父親の名前：

医者の名前(無記入可)：

病院の名前：

※［「びっくり誕生日(子ども用)」「おたんじょうびのほん(子ども用・大人用共)」の場合のみご記入ください］
誕生日：

月

日

※［「大人向けの絵本 ゴルフの本の」の場合のみご記入ください］
ゴルフコースの名前(無記入可)：
※［「マイウエディングアニバーサリー」のみご記入ください］
新婦の名前(旧姓)：
結婚式の日：

新郎の名前(旧姓)：
年

月

日

結婚式場の名前：

新居の場所：
※［「アニバーサリーリース」のみご記入ください］
主人公の名前(女性)：

主人公の名前(男性)：

何のお祝いか：

結婚式の日：

結婚式場の名前：

新居の場所：

【連絡欄】

年

月

日

クリエイト・ア・ブック

申込用紙に記入する際の補足事項
（絵本に印刷される項目です）

［共通事項］
記入されたとおりに印刷されます。ひらがな希望の場合はひらがなでご記入ください。
（ふりがなはつきません）

本の主人公になる人の名前： 姓名をフルネームでご記入ください。（性別も必要です）

本の主人公になる人の呼び名： ○○ちゃん、○○くん、等普段の呼び名をご記入ください。

年齢： プレゼントされる時点での年齢です。誕生日プレゼントの場合は誕生日がきてからの年齢を記入。

現在住んでいるところ： ○○市○○町 あるいは ○○マンションというように簡潔に記入してください。

本の登場人物： ○○ちゃん、○○のおじいちゃん等、親しい友達などを普段の呼び名で親しみを込めて記入してください。

本の贈り主の名前： ○○のおじいちゃん・おばあちゃん、パパとママ等。

本をプレゼントする日： 誕生日プレゼントの場合は誕生日の日付が良いでしょう。○月吉日でも可。

メッセージ： レイアウトの関係上、上段 20 文字、下段 20 文字の計 40 文字までとなります。
（無記入可）

ようこそ！あかちゃん



基本の文章はひらがなで表現されますが、入力していただく項目は漢字で記入されても文章に合うかと思われます。
詳細版と簡易版があるため、赤ちゃんの詳細な情報(身長、体重や病院の名前など)がなくても製作できます。ただし、申込用紙に
詳細なデーターをご記入いただいた場合は詳細版にて製作いたします。

赤ちゃん誕生





基本の文章はひらがなで表現されますが、入力していただく項目は漢字で記入されても文章に合うかと思われます。
赤ちゃんの詳細な情報(身長、体重や病院の名前など)が、必要です。
［登場人物］は、お祝いに来てくれた方となりますので、両親以外でお願いします。
（ストーリーの構成上、必須項目となります。
1 名以上ご記入ください）

地球はごちそう(子ども用)・とっておきのプレゼント(子ども用)・神さまの贈りもの(子ども用)
ビックパレード・クリスマスの願いごと(子ども用)


基本の文章はひらがなで表現されますが、入力していただく項目は漢字で記入されても文章に合うかと思われます。

おたんじょうびのほん(子ども用)・びっくり誕生日(子ども用)

基本の文章はひらがなで表現されますが、入力していただく項目は漢字で記入されても文章に合うかと思われます。

誕生日も文中に記載されますので、忘れずに必ずご記入ください。
恐竜の国での冒険




基本の文章はひらがなで表現されますが、入力していただく項目は漢字で記入されても文章に合うかと思われます。
［現在住んでいるところ］の記入は、「おうち」と表現されても文章に合うかと思われます。

地球はごちそう(大人用)

同タイトルの子ども用と表紙と挿絵は共通で、文章が、やや難解な漢字を含んだ表現で、リライトされています。
とっておきのプレゼント(大人用)

同タイトルの子ども用と表紙と挿絵は共通で、文章が、小学校高学年程度で習う漢字を含んだ表現で、リライトされています。
おたんじょうびのほん(大人用)



同タイトルの子ども用と表紙と挿絵は共通で、文章が、小学校高学年程度で習う漢字を含んだ表現で、リライトされています。
誕生日も文中に記載されますので、忘れずに必ずご記入ください。

神さまの贈りもの(大人用)

同タイトルの子ども用と表紙と挿絵は共通で、文章が、小学校高学年程度で習う漢字を含んだ表現で、書き下ろしされています。

［現在住んでいるところ］の記入は、「素適なところ」「丘の上」「海辺」などと表現されても文章に合うかと思われます。

[登場人物]は親しい友人として登場します。両親以外の方が文章に合うかと思われます。（無記入または 1 名でも可）
びっくり誕生日（大人用）





同タイトルの子ども用と表紙と挿絵は共通で、文章が、小学校高学年程度で習う漢字を含んだ表現で、書き下ろしされています。
[登場人物]は誕生パーティを計画してくれる人として登場。両親以外の方が文章に合うかと思われます（無記入または 1 名でも可）
誕生日の日付が文章中に入りません。「本を贈る日」を誕生日の日付にすると良いかと思われます。

クリスマスの願いごと(大人用)

同タイトルの子ども用と表紙と挿絵は共通で、文章が、小学校高学年程度で習う漢字を含んだ表現で、書き下ろしされています。
大人向けの絵本 ゴルフの本





大人向けの絵本ですので、基本的な文章は漢字を含んだ表記となります。
ゴルフコースは、よく行かれるゴルフコースの名前を記入してください。
（無記入可）
［現在住んでいるところ］の記入は不要です。

アニバーサリーリース






［主人公の名前(女性・男性)］は姓名をフルネームで記入。これから結婚を迎える方の場合は旧姓が合うかと思われます。
文中では女性が先に表現されます。男性を先にしたい場合は、連絡欄にその旨をご記入ください。
「本の主人公の名前」、
「呼び名」
、
「年齢」の欄は、記入が不要です。
［何のお祝いか］は、「結婚」
「結婚式」
「結婚○周年」などと記入してください。

マイ・ウエディング・アニバーサリー







大人向けの本ですので、基本的な文章は漢字を含んだ表記となります。
「本の主人公の名前」、
「呼び名」
、
「年齢」の欄は、記入が不要です。
［登場人物］は、式や披露宴に出席する人として登場します。両親以外の方が文章に合います。
［現在住んでいるところ］は結婚後の新居の場所（住所）を記入してください。
新郎の名前、新婦の名前は、姓名をフルネームで記入してください。（旧姓の方が本の内容に合うかと思われます）
文中では女性が先に表現されます。男性を先にしたい場合は、連絡欄にその旨をご記入ください。

補足説明
［お支払いについて］（以下のいずれかの方法でお支払いしていただけます。）
1. コンビニ決済
お近くのコンビニと郵便局にてお支払いただけます(郵便振替兼用の払込用紙です)。
払込にかかる手数料は、弊社にて負担いたします。
ご利用可能店舗： セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ
ポプラ、デイリーヤマザキ、セイコーマート、郵便局
※ 後払いです。払込用紙に記載された期限内に必ずお支払いください。
※ 払込期限は、商品到着後 14 日以内です。
2. 代金引換
お届けの際に配達に伺った業者にお支払いの上、商品をお受取りになれます。
配達時に不在の場合、ご自宅のポスト等に配達された旨の通知が投函されます。そこに記載された連絡先
にご連絡いただければ再配達されます。
商品代金の他に代金引換手数料として、260 円が別途必要です。
※コンビニ決済(郵便振替兼用)でのご利用の場合、お支払時に必要な用紙は注文者とお届け先が同じ場合は商
品に同封いたします。お届け先が注文者と違う場合は注文者へ別途郵送させていただきますので、ご安心
ください。なお、お支払期限は商品到着後、14 日以内とさせていただきます。

［配送方法について］（以下のいずれかの方法を選択していただけます）
1. 宅配便を利用して配送
送料として全国一律 500 円(税込)を別途加算させていただきます。
（※ 1 ヶ所の配送先につき合計金額が 8000 円以上の場合、送料無料です）
通常、郵便を利用した場合に比べ早く到着しますので、お急ぎの場合はこちらをおすすめいたします。
配達員が配送先のお客様へ直接手渡しされますので、郵便に比べより安心な配送かと思われます。
2. 郵便を利用して配送
送料として全国一律 300 円(税込)を別途加算させていただきます。
（※ 1 ヶ所の配送先につき合計金額が 1500 円以上の場合、送料無料です）
商品のサイズによっては郵便を利用できない場合がございます。
原則としてご自宅（または指定された配送先）の郵便受けへ投函されます。
配達日の指定ならびに時間帯指定はできませんので、予めご了承ください。
※ 配送地域により交通事情、気象状況などが原因で荷物の到着が数日程度遅れる場合がございます。
また、海外への発送は、受付をしておりませんのでご注意ください。

［返品・交換について］

クリエイト・ア・ブックは、原則として、受付後、すぐに製作にとりかかります。オーダーメイドのため、
お申込み後に、お客様の都合での返品および交換ができませんので、ご了承ください。
また、申込時に記入された項目についても同様に、受付後は、変更ができませんので、誤字等がないか、再
度、確認されたうえでお申込みください。
配送上の破損、商品の欠陥、不良につきましては、良品に交換または、返品に応じます。
なお、お客様の記入ミスによる誤字等は、不良品にはなりませんので、ご注意ください。

