
ご記入の前にお読みください 

 

 

●同梱のファイルについて 

seating-chart-application.pdf…………席次表申込書（ Adobe Reader 書類・記入台紙 ） 

table-layout.ppt…………………………テーブルレイアウト（ PowerPoint 書類・記入台紙 ） 

table-layout.pdf…………………………テーブルレイアウト（ Adobe Reader 書類・記入台紙 ） 

entry method.pdf………………………ご記入方法（ Adobe Reader 書類 ） 

 

●パソコン、タブレット、スマートフォンでのご記入手順 

1. 席次表申込書を開き、記入してください。 

2. 席次表申込書のテーブル項目ユニット数が足りない場合は、席次表申込書を複製（コピー）

して、3～7 ページ目に続きを記入してください。 

3. テーブルレイアウトは、PowerPoint と Adobe Reader（PDF）のどちらかをご利用くださ

い。PowerPoint で編集する際は「ご記入方法.pdf」を参照してください。PowerPoint が

使用できない場合は、Adobe Reader（PDF）にフリーハンドツールでご記入ください。 

 

●手書きでのご記入手順 

「席次表申込書」と「テーブルレイアウト」を A4 用紙にプリントアウトして、ボールペン等で

記入してください。 

 

※ご不明な点やご質問等は、Web お問い合わせフォーム、E メール、お電話でお気軽にお問い 

合わせください。 

Web お問い合わせフォーム：http://www.act-co.jp/inquiry.html 

E メール：info@act-co.jp 

お電話：052-452-1081（担当：水野） 

 

アクトブライダル 



席次表申込書
（兼 席札申込書）

姓 名

■申込者

■申込受付番号

※お申し込みフォームでご入力されたお名前をご記入

※お申し込みフォームの返信メールに記載の番号をご記入
　例：2013××××××××（12 桁の数字）

この申込書は席次表の内容について詳しい情報をご記入いただくための
ものです。すみやかにご記入いただき、折り返しご返信をお願いします。

※�席札を併せてお申し込みの場合は、新たに席札申込書をご作成いただ
く必要はありません。

●席次表（フリースペース付）をお申し込みのお客様

2ページ〜11ページにご記入ください。

●席次表（配席表のみ）をお申し込みのお客様

2ページ〜7ページ，11ページにご記入ください。
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■カバーデザインシリーズ名

■テーブル配置数

■この申込書でお申し込みのアイテム　※該当する項目をチェックしてください。

■席次表中面タイトル

■カラー ■申込部数

部

■挙式日

年 月 日（ 曜日）

■新郎の名前
（フリガナ）

お名前
姓 名

ローマ字

■新婦の名前
（フリガナ）

お名前
姓 名

ローマ字

（次ページへつづく）　2

■ロゴマーク

（お名前）

両家　結婚披露宴
（お名前）

■高砂

新　郎（お名前） 新　婦（お名前）

■披露宴日付

年 月 日 （式場名） に於いて

席次表（フリースペース付）　　 席次表（配席表のみ）　　 席札

※�お名前等で特に注意する文字（例：㟢、吉 など）や、作字
等が必要な場合は、後述の特記事項の欄でご指示いただくか、
申込書と併せて手書きの画像等をお送りください。

※�席次表（配席表のみ）をお申し
込みの場合は 8・9・10 ページの
ご記入は不要です。
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■テーブルごとの配席
※「テーブル項目ユニット」は、必要数のみご記入ください。テーブル数が不足の場合は、別添付の「テーブル項目ユニット追加分台紙」
に併せてご記入ください。

※�お名前・肩書きで特に注意する文字（例：㟢、吉 など）や、作字等が必要な場合は、後述の特記事項の
欄でご指示いただくか、申込書と併せて手書きの画像等をお送りください。

※別添付の「テーブルレイアウト用紙」も併せてご記入ください。

テーブル名

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

テーブル名

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

ユニット1

ユニット2

●項目配置（凡例）

（肩書き）

（お名前）　　　　　　　　（敬称）
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テーブル名

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

テーブル名

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

ユニット3

ユニット4
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テーブル名

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

テーブル名

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

ユニット5

ユニット6
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テーブル名

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

テーブル名

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

ユニット7

ユニット8
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テーブル名

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

テーブル名

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

ユニット9

ユニット10



席次表申込書（8ページ）

（次ページへつづく）　8

◦お二人からのごあいさつ

◦写真の使用

◦新居の案内　※通常下記の文章が入ります。その他ご希望がございましたらご記入ください。

■フリースペース掲載項目の内容　※上の項目でチェックを入れた内容についてご記入ください。

文例 1
本日はお忙しいところ�私たちのために
ご出席いただき誠にありがとうございます
今日まで私たちを支えて下さった多くの方々に
深く感謝しております
まだまだ未熟な二人ですが
これからも末永いお付き合いを
お願いいたします

文例 2
本日は�お忙しいところお越しいただき
誠にありがとうございます
ゴールインではなく�この日をスタートとして
二人で力を合わせて幸せな家庭を
築いていきたいと思います
まだまだ未熟な二人ですがこれからも
末永いお付き合いをお願いいたします

文例 3
本日はおいそがしいところをお越しいただき
誠にありがとうございます
多くの方々に見守っていただき�本当に幸せです
皆様の温かいご支援に感謝し　これからも
社会の一員として　ふたりで一生懸命楽しい
家庭を築いていきたいと思います
わずかな時間ではありますが
どうぞ楽しいひとときをお過ごしください

使用する（ 枚）　　　　 使用しない

『�下記に新居を構えました　お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください�』

（ご住所）　〒 　

TEL：

（希望メッセージ）　

※ごあいさつに自由文章をご希望の方はこちらにご記入ください。

■フリースペース掲載項目　※フリースペースに掲載する項目をチェックしてください。

席次表＋（プラス）　　 あいさつ　　 写真　　 新居の案内　　 プロフィール　　 メニュー

A-1　　 A-2　　 A-3　　 A-4

B-1　　 B-2

C　

D-1　　 D-2

E-1　　 E-2

■フリースペースデザイン　※フリースペース活用例集より記号をお選びください。（複数選択可）

http://www.act-co.jp/bridal/index_freespace.html


◦プロフィール
※一覧から紹介したい題目番号を選び、題目に対する内容を新郎側・新婦側にそれぞれ 15 文字以内でご記入ください。
※一覧にないものを紹介したい場合は、題目番号欄に題目となる言葉をご記入ください。

題目番号一覧

①　生年月日
②　星座
③　血液型
④　出身地
⑤　家族構成
⑥　趣味

⑦　好きなもの
⑧　嫌いなもの
⑨　呼び方
⑩　私の自慢
⑪　人生一番の感動ストーリー
⑫　第一印象は？

⑬　嬉しかったプレゼント
⑭　ここが好き
⑮　ここは直して
⑯　これだけは約束して
⑰　これだけは誓います
⑱　思い出のデート

⑲　思い出のエピソード
⑳　こんな家庭にしたい
�　子供は何人？
�　10年後はどうなってる？
�　将来の夢
�　本日のみどころ

新郎側 題目番号 新婦側

席次表申込書（9ページ）

◦メニュー　

（次ページへつづく）　9

メニューリストの入手 あり なし

※�「メニューリストの入手あり」の場合は、リストを申込書とともにご送付ください。また、以下の「メニュー内容」、「ドリンク内容」
の項目にご記入の必要はありません。11 ページのご記入にお進みください。
※�「メニューリストの入手なし」の場合は、10 ページの項目につづけてご記入ください。
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メニュー内容　※�日本語名と原文名（á，é，è，ôなど詳しく）を併記してください。

ドリンク内容　※�日本語名と原文名（á，é，è，ôなど詳しく）を併記してください。



■特記事項

■連絡先

■校正用画像ファイルの送付方法

（ 自宅　 会社　 携帯 ）

TEL： 　お名前： 様

弊社記入欄

受　付　日 受付担当者 出来上がり日

／ ／

席次表申込書（11ページ）
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メール添付　※選択した場合以下も記入

◦送付先メールアドレス

◦宛名

様

◦ファイル形式

（ JPEG　 PDF　 どちらも可 ）

郵　送　※選択した場合以下も記入

◦送付先住所

◦受取人

様

※郵送の場合はプリントアウト専用紙でお送りします。
※郵送にはお時間がかかります。ご了承ください。

▲ご記入はここまで▲

以上の内容で申し込みます。 � 申込日　 月 日（ 曜日）

〈申込書をお送りいただく上でのご注意点〉
●本申込書はA4サイズです。
●ご記入漏れがないか、今一度全体を見直してご確認ください。
●申込項目は、お申し込みフォームでご入力時の内容と重複している箇所もありますので、念のためご確認ください。
●申込書類（画像DATA以外）は以下のいずれかの方法でご送付ください。
　　1. この PDFをパソコン等（タブレット・スマートフォンでも入力できます）でご入力後、保存しメール添付　※Adobe�Reader 必須
　　2. 手書きでご記入後、携帯電話等のカメラで撮影またはスキャンした画像をメール添付（解像度は文字が判別できる程度。分割されていてOK）
　　3.�FAX送信（FAX：052-459-1072）
　　4.�郵送（郵送の場合、こちらに届くまでにお時間がかかりますので、上記 1〜 3をお勧めします）
●画像DATAは、メール添付もしくは、外部サーバ（宅ファイル便等）でご送付ください。
※�席次表のお申し込みには、「席次表申込書」・「テーブル項目ユニット追加分台紙（必要な場合）」・「テーブルレイアウト用紙」・「画像DATA（必要な
場合）」を併せてご送付ください。（メール添付の際に、1メールあたりの容量オーバーで送付することができない場合は、申込書類、画像DATAに
関わらず、外部サーバでご送付ください。
●申込書類を送付いただくと、直ちに制作に入ることとなります。席次表の校正制作に5日程度かかりますのでご了承ください。
●ご記入いただいた申込書類をもって、申込書のお客様控えとさせていただきますので、大切に保管ください。

この度は席次表をお申し込みいただき、重ねて御礼申し上げます。

http://www.filesend.to/
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