乱筆、悪筆、くせ字に略字。読めないです。綺麗すぎる字も…これまた読めないです。毎日送られてくる手書きの注文書の処理って大変ですよね。

FAX で届くオーダーに困ってませんか
読めないからって確認の電話も失礼だし、読み間違えで誤発注も困るし。せめて読める字で
読め
いからって確認の電話も失
FAX が届けばいいな。と思いませんか？

読

めない !
一筆書
見えない！
象形 達筆
分からない！
くせ字
悪
文字
い！
な
文字
き
で
丸
読
筆
解
略字

乱筆

毎日たくさん届く
毎
毎日
日たくさん届く FAX の注文用紙に、ス
の注
トレス感じていませんか？

次の 3 つが当てはまるなら「入力できる PDF フォーム」がとても有効です！

1・FAX で注文書が届く。
2・ホームページから送信用紙を D/L できる。
（ダウンロード）

3・手書きの注文書にストレスを感じることがある。

なんて書いてあるの？
読めないよ？
なんてサヨナラ！

今ご利用されている PDF の FAX ご注文用紙をパソコンで入力できる「読める PDF」に変換できます。

今ある PDF をベースにして、入力フォームやメニュー、ボタンなどを埋め込みます。
新たに用意するものはありません。今あるものを活用して、業務を効率化できます。

「入力できる PDF フォーム」は選べる 3 つのバリエーション
今ご利用されている PDF の各種用紙をベースにして、フォームを埋め込み変換します。

[ シンプル ] テキスト（文字、数値など）の入力が出来ます。

S

商品名

サイズ

商品 A

SIMPLE

数量

M さい z
文字数の制限や、複数行の設定などが可能です。

[ ノーマル ] さらに、プルダウンメニュー（またはラジオボタン）で一覧から選択が出来ます。

N

商品 A 価格 1000 円（税込）
商品 B 価格 2000 円（税込）

NORMAL
[ ベスト ]

B
BEST

商品 C 価格 3000 円（税込）

商品 A

プルダウンメニューで、
一覧の中から選択できます。

商品 B

ラジオボタンは、複数から 1 つだけ選択し、
チェックボックスは、複数選択が可能です。

さらに、数量や合計金額など自動で計算できます。※設定できるのは基本的な足し算・掛け算などです
自動で計算

商品 A 価格 1000 円（税込）
商品 B 価格 2000 円（税込）
商品 C 価格 3000 円（税込）

10

個

30000

円（税込）

このタイプでは、金額と数量の積を表示できます。
※足し算・掛け算のほか、引き算、割り算なども設定できます。

ホームページの今ある PDF ファイルを「入力できる PDF フォーム」と入れ替えるだけで OK です。
■お弁当屋 ■酒屋 ■お花屋 ■貸しスタジオ ■レンタルルーム ■英会話教室 ■カタログ販売
■予約用紙 ■キャンペーン応募用紙 ■ユーザー登録用紙 ■申請用紙 ■お見積り用紙

または、メールやパソコンが苦手なすべてのお店様に！
！
[ チラシ・ホームページ制作 ]
〒182-0007

制作 / 運営

東京都調布市菊野台 3-42-37

オフィスろくろく

http://www.weband66.com

TEL/FAX 042-485-9105 ケータイ（au） 080-5459-0443 メール info@weband66.com

これなんて書いてあると思う？確認したいけど電話が話し中だわ！たぶん数字の 7 だと思うんだけど…もしかしたら 1 かしら？・・・そんな時間を激減できます。

手書きのストレスから開放されます
スマホにパソコン全盛の時代に、いまだ重宝される FAX ですが、送る方も、受ける方も、少なからずストレスを感じながら利用してるのが現実です。

■

字にコンプレックスを持っている方は、意外に多いものです。
ホームページから PDF を印刷し手書きで送るなら、
最初からパソコンで入力できたらラクですよね。
みんなが喜ぶ「入力できる PDF フォーム」です！
■

パソコンで！

これで仕事が
はかどります︒

手書きから

FAX を送るお客様の場合。

FAX を受けるお店様の場合。

ひとの書く字はなかなか読めないものです。
悩んだら電話で確認すればいいのですが、
最初から読める FAX が届けばそんな手間は不要ですよね。

必要事項を入力した状態で保存が出来ます。お名前・ご住所・お届け先などはをあらかじめ入力し保存すると大変便利です！

今ある PDF の送信用紙を、入力できる PDF に変換するだけで OK!
今ご利用されている PDF の送信用紙が一般的な作りであれば
すぐに入力用フォームを埋め込み変換できます。
※一般的でない書体を埋め込んでいたり、特殊なソフトで作成した PDF は変換できない
ことも有りますが、これは稀なケースです。

ほとんどの PDF は「入力できる PDF」に変換可能です。

ホームページ→印刷→手書き→FAX 送信

ホームページから送信用紙をダウンロードして印刷して

FAX されるお客様なら、印刷後の手書きが、印刷前にパソコンで入力となるだけです！お店様もお客様も、
新たに用意するものはなにもありません！

ホームページ→パソコンで入力→印刷→FAX 送信

導入月は無料、ご利用の翌月から一年間の利用契約です。

入力できる PDF フォームは、

初期費用 + 利用料金（月額）
で、お手軽にご利用できます。
※期間限定の応募用紙などは、掲載する期間だけのご利用料金です。
※１年分を一割の前払いなら 10 ヶ月分でご利用できます。

安心！信頼！安定！
みんなが使ってる PDF ！
アドビ リーダー ® について
Adobe® Reader® というソフトウェアは、
PDF 文書の表示と印刷を行え、ほぼすべてのパソコンや
タブレットで利用できる世界標準の無償のソフトウェアです。
※アドビ・リーダー Adobe® Reader® は、アドビ システムズ社の製品です。
※PDF の互換ソフトでは、閲覧はできますが、文字入力はできません。

〒182-0007

東京都調布市菊野台 3-42-37

■

TEL/FAX 042-485-9105

www.weband66.com

★初期費用（PDF フォーム作成費用）
10,000 円（3 枚まで / 税込）
★利用料金（1 枚 / 月額 / 税込）
2,000 円
■シンプル （テキストの入力）
（メニューから選択）
4,000 円
■ノーマル
（自動計算が可能）
6,000 円
■ベスト

安心のサポート！
急な修正にも対応します！
新商品の発売や価格変更、商品の入れ替えなどで発生する、
急ぎの修正にも安心のサポートで修正対応いたします。
ご利用の年度内であれば、月一回の修正なら無償で行います。

※無料の修正作業は、文字の修正や項目の修正などの範囲です。
※レイアウト変更や計算プログラムの変更は別途料金となります。

■ ケータイ（au） 080-5459-0443

[ チラシ・ホームページ制作 ]

■ メール

制作 / 運営

info@weband66.com
オフィスろくろく

