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パソメ コンセプトブック

プライベートで使うパーソナル名刺　パソメ

パソメって何だ？パソメスペシャルコンテ
ンツに表示される

コピー集を抜粋して記載
しています。

人間関係をちょこっと橋
渡ししてみるニクイやつ

。

パソコンメールでしょ？
と思った人もきっとパソ

メが好きになる。

人生には三つのものがあ
ればいい。愛と勇気とパ

ソメ。

パソメで変っ身～！　ｷ
ﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━!!!

 

パソメはあなたを饒舌に
し、羞恥心よサヨウナラ

。 

プライベートで会社名
刺を手渡すなんて…

モッタイナイ …(ﾟдﾟ;
)

ボク /ワタシ的ブラン
ディングツール

初対面で何を話そうか悩
むなら…パソメをもっち

まいな！

パソメを渡せば初対面で
もあなたの話ができる

幸せの象徴が黄色いパ
ソメになるかもしれな

い。

赤外線通信では伝えら
れないものもある。

ニックネームで作る名刺
があってもいいと思う。

ブログを紹介するだけで
も立派なパソメ

どんなパソメにも、個性
があり希望がある。

こちらで一枚、あちらで
一枚な人生は素晴らしい

パソメを持たないで、じ
っとしているから怖くな

る。

パソメは口ほどにモノ
を云う

コミュニケーションの
ドアノックツール。

パソメは勇敢なる侵入
者。

今日から忘れ物確認リス
トにパソメも追加

名刺がファッションの一
部になるとは考えなかっ

た…

パソメが届いた…。今日
がこれからの人生の最初

の日。

スマートサイズじゃない
から名刺入れで管理しや

すい。

百年の恋もパソメから

住所や自宅の電話を教
える程でもないならパ

ソメ

転職して名刺が変わった
。だけどパソメはそのま

まだった。

受付で間違ってパソメを
出したら憧れのマドンナ

と仲良くなった。

取引先で間違ってパソメ
を出してしまった…夢を

見た。

パソメはボクをブランデ
ィングするガジェットだ

。

パソメがあれば合コンも
なんくるないさ～

会社のボクはパソメを
持つ事でオレになる。

オトコは２枚目が勝負
！

鬼上司がボクのパソメを
発見。実はオレもと上司

とパソメ交換

ビジーワークなボクはプ
ライベートもビジーだっ

たりする。

自分探しの旅より　取り
急ぎパソメつくっとこ。

人生に安定はない。機会
があるのみだ。で、パソ

メはどう？

上司に内緒のシークレッ
トプライベートフェイス

を持つオトコ

告白をあせってはいけ
ない。

パソメを渡せば希望が
生まれる。 

パソメは渡した。
未来は運命にまかせる

。 

パソメってのは自分を信
じて作らなければいけな

いんだ。

大切な商談前に名刺入れ
に一枚忍ばせてみた。

ホームでの突然の出会い
に備え定期入れにも一枚

忍ばせてみた。

彼女には渡さなかった
パソメが

彼女に見つかった…(ﾟ
дﾟ;)

パソメを作るのに上司の
決裁は必要ナッシング。

憧れのあの子が今日のレ
ジ。

お札を取り出す瞬間１枚
のパソメが財布からこぼ

れ落ちた。

仕事より、プライベート
タイムが大切。人間のつ

きあいとかね。

会社名刺はなかなか無
くならないが

パソメはもう無い…

飲み会を一回 回避すれ
ばパソメは作れる。

FOR MEN

ＬＯＶＥ STORYは突然
に！

きっかけは一枚のパソ
メだった。

元カレにも渡したい現在
進行形自分的パソメ

恋愛の神様もパソメがな
いと何もできない。

キモチをきちんと伝える
前にパソメでワンクッシ

ョン

昨日パソメを渡したカレ
は運命の人かも…

気になるカレに声をかけ
るならきっと役立つこの

一枚

センチメンタルパソメ

今度の婚活はどのパソ
メにしようかな？

恋愛とパソメは少しぐ
らい

冒険しなきゃいけない
。

冴えない同期のあの子
は小悪魔系パソメ

強がりなあなたも可愛い
パソメで変身

人と一緒はイヤ！そんな
ワタシにパソメをご提案

☆

小さなパソメに大きな愛
を込めなさい。

ワタシのブログを読んで
もらえればこっちのもの

。

料理上手なワタシをパソ
メでアピール　v(^-^)v

最近カレのパソメがころ
ころ変わる…(ﾟдﾟ;)

パソメを渡さなければ
2人の距離は平行線。

カレと別れた。ヘアスタ
イルと一緒にパソメも変

えた。

世の中の男性はみんな
あなたのパソメを欲し

てる。

お局様のパソメは予想外
にもメルヘンだった。

オキニなチェック柄スカ
ートとオソロなマイパソ

メ

ファッションとパソメは
切り離せない

ファッションコーデの
総仕上げは

パソメでコンプリート

可愛く、自分らしく、
オトナ可愛いパソメ

FOR WOMEN

１．パソメって何だ？
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2．パソメのデザイン

パーソナル名刺の新定番　
パソメ新登場！

パソメ コンセプトブック

プライベートで使うパーソナル名刺　パソメ
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プライベートで使うパーソナル名刺、略してパソメ。
♪終業チャイム鳴り響く、いつものオフィスを
軽快ステップで踏み出せば、上司に言えない…ウキウキの
シークレットプライベートフェイスを有するボク /ワタシ達。

そんなシークレットボク/ワタシ達にとってプライベートタイムは
生きてる証、そして出合いは言ってみれば人生のボディブロー。

『パソメ』はプライベートタイムで出会った人に
ほんのわずかな時間で最大限の好印象？を与え、
同時にボク / ワタシの人間的深み個性を
プレゼンテーションするために設計された名刺。

使い方は簡単、ボク /ワタシ的デザインを選んで
『パソメ』を作って交換するだけ。

名刺入れの名刺を『パソメ』に入れ替え、
さあ！出会いの街角へ歩き出そう。

そんなドラマチックなワンーンに…、
自己紹介がてら会社名刺を手渡しちまうなんて
モッタイナイ…
そんな逆転の発想で生まれたのがこれ、
ボク / ワタシ的ブランディングツール『パソメ』。

３．パソメのコンセプト

パソメ コンセプトブック

プライベートで使うパーソナル名刺　パソメ

デザイン百貨店 パソメ スペシャルコンテンツ
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プライベートなボク/ワタシはどんな人？あなたを定義する自称○○は
自分を一番理解してるあなたが自由に決めちゃってください！

あなたはプライベートで何て呼ばれたい？ 本名？ブログのニックネーム？
それとも、まったくの別人 !？ 名前どうしよ？ここがパソメの遊ぶとこ。

住所を教える仲でもないしな～ ってことで、住所は取っちゃいました。
パソメ交換後のコミュニケーションの続きは携帯メールやWEBで…

あなたが書いた、雄弁なブログエントリー達が、ばっちりあなたを自己紹介。
名刺交換後、数日してから…ブログ読んだよって連絡あるかもよ？

携帯アドレス帳一発登録機能あり！しかもQRコード読取画面に表示される、
『無料パソメチェレンジ』URL にアクセスすれば、友達が携帯インスタント
ゲームに挑戦できる！名刺交換時の会話のキッカケづくりに！ QRコードを
 読み取ってもらうキラーコンテンツとして、 使ってみるのもあり！

パソメはボク/ワタシ的ブランディングツールな名刺！
自分をどんな風に見てもらいたい？ チョイ悪なボク？かわいいワタシ？ 
パソメのおしゃれデザインであなたの印象はファッショナブルに大変身！

SNSやブログ等の手軽なネット型コミュニケーションが普及する世の中を名刺に記載する情報として投影した
新しい名刺のスタイルは、リアルな場での人との出会い、会話の面白さ、自己紹介する楽しさを実感できるツールです。

4．パソメのスペック

パソメ コンセプトブック

プライベートで使うパーソナル名刺　パソメ

デザイン百貨店 パソメ スペシャルコンテンツ
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私、実は…『○○マニア』なんです。…え！まじで！

本名？ニックネーム？ それとも…

携帯番号 / 携帯アドレス /PCアドレス

ブログ/HP アドレスを入れておくと…

ただではQRコードを読ませないのがパソメ！

パソメのデザインでボク/ワタシを表現しよう！
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■サイト カート画面

クーポン ID を入力

クーポンID: 8h1dwRT19

３の画面メモをご用意のうえ、
当選 ID を確認。サイトのカート
画面内のクーポン ID 入力ボック
スに当選 ID を入力して下さい。
決算金額にクーポン内容が
自動反映されます。

QR コード読取り画面下の、
無料パソメチャレンジ URL から
ゲームページにアクセスできます。
スタートボタンをクリックすると
インスタントゲームが始まります。

当選クーポンを
画面メモ保存

インスタントゲームで当選が
でたらクーポン画面が表示され
ます。携帯の画面メモ機能で
ページを保存してください。
当選 ID はパソメをおトクに手に
入れる際に必要となります。

無料パソメチャレンジ？ その場で当たる
インスタントゲーム
に挑戦パソメ QR コードを読み取る事

で挑戦できるその場で当たる
インスタントゲームです。
当選すれば無料でパソメを作る
権利を GET できます。

渡す時の会話のキッカケに、
QR コードを読み取ってもらう
キッカケ お役立てください。

サイトのカート画面で
当選 ID を入力

5．無料パソメチャレンジ

無料パソメチャレンジゲームキャラクター

パソメ兄弟

対面コミュニケーションをより手軽に楽しめるインタラクティブな仕掛けとして、QRコードを導線とした、
その場でチャレンジできる携帯インスタントウィンゲームを用意しています。

QRコードを読み取り
お試しください。

パソメ コンセプトブック

プライベートで使うパーソナル名刺　パソメ

デザイン百貨店 パソメ スペシャルコンテンツ
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8h1dwRT19

デザイン百貨店
★無料パソメチャレンジ★

無料作成クーポン
★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★

商品購入時、サイトのカート画面
にて当選 IDを入力して下さい。

■■■当選 ID■■■

※当ページの画面メモ保存を
お願いしております。

Copyrights     2009 Design Department Store Inc.,  ALL RIGHTS RESERVED.



QR コードはデザイン作成時に
簡単作成可能。相手の携帯に
情報をワンタッチ登録できたり、
無料パソメチェレンジのゲームに
挑戦できるお楽しみも…

パソメに QR コードは必須です！
最後の一ガンバリです！

保存レイアウトをカートに入れて
あとは楽しい決裁っ♪
さすればパソメ作成ミッション
完了です。オリジナルケースに
封入されたパソメが 2 ～ 3 日で
お手元に到着します。

さあ、パソメを持って街に出よう！

パソメページ内のコレクション
またはパソメで絞った名刺一覧
検索画面からボク / ワタシ的ベス
トヒットデザインを選んで下さい。
会社名刺ではありませんので
決裁に上司の承認はいりません。

好きな書体・色を選んだり、
パーツを自由自在にカスタム可能！
写真のアップロードやハートなどで
デザインデコレーションもできます。
ボク /ワタシも
今日からデザイナーデビューだ！

、 保存レイアウトを
カートINでご注文！

直感を信じて
デザインを選ぶ！

感性を信じて
レイアウトデザイン！

ボク/ワタシ情報、
QRコードインプット。

6．パソメの作り方

パソメはネット上で簡単カスタマイズ。 お客様ご自身で文字情報編集、フォント・カラー編集、
画像配置など、直感的にデザインできる「レイアウト編集ツール」を無料提供しています。

パソメ コンセプトブック

プライベートで使うパーソナル名刺　パソメ

デザイン百貨店 パソメ スペシャルコンテンツ
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プライベートで使うパーソナル名刺　パソメ

パソメが分かる、パソメが作れる、買える！  デザイン百貨店 パソメ スペシャルコンテンツをご確認ください。

http://card.creators-design.com/pasome/

7．パソメスペシャルコンテンツ

パソメ コンセプトブック
デザイン百貨店 パソメ スペシャルコンテンツ
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プライベートで使うパーソナル名刺　パソメ

クリエイター作品を発表・販売できる場があったらいいのに…そんな発想で誕生した『デザイン百貨店』

クリエイターが作成した、名刺・ポストカード・各種データ販売を通じて、クリエイター活動の支援を目的としたサイトです。
ドロップシッピング・アフィリエイト・各種法人機能も実装しており、クリエイター向けコンテストも随時開催しています。

8．デザイン百貨店のご紹介

デザイン百貨店 HOME  ：http://www.creators-design.com/
デザインショウケース   ：http://www.creators-design.com/department/
クリエイターズガレージ ：http://garage.creators-design.com/
名刺・カード    ：http://card.creators-design.com/
はがき・DM・ポストカード  ：http://hagaki.creators-design.com/
データダウンロード   ：http://data.creators-design.com/

新感覚　作品ショッピングコンテンツ

みんなが作るクリエイティブの
新しいトレンドの場

あなただけのお気に入り
クリエイター ･ 作品を発掘しよう！

デザインショウケース
DESIGN SHOWCASE

クリエイティブを刺激するクリエイターが集結！

クリエイターズ　ガレージ
CREATOR'S GARAGE

作品掲載

ガレージ作品から、ユーザーがセレクトした、選りすぐりの
作品をラインナップしてご提供。
作品の人気度で、毎週作品価格が変動します。

無料オンライングラフィックアプリケーション
レイアウト編集ツールで
思い通りにデザインをカスタマイズ

クリエイターが運営する作品発表･販売の場。
個性豊かなクリエイター作品が続々ラインナップ中。
作品価格はクリエイターが自由に設定しています。

デザイン百貨店では、お客様ご自身で文字情報編集、フォント・カラー編集、
画像配置など、直感的にデザインして頂けるオンライングラフィックアプリ
ケーション「レイアウト編集ツール」を無料提供しています。

8

まずは、デザイン百貨店で検索 検索デザイン百貨店

パソメ コンセプトブック
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プライベートで使うパーソナル名刺　パソメ 9．メディアお問い合わせ先 /会社概要

パソメ コンセプトブック
デザイン百貨店 パソメ スペシャルコンテンツ
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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 宮崎

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
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