
知ってて
常識?! 郵便
クイズ

❶ ○

❷ ×（重量は250g以内）

❸ ×（一度に100通以上）

❹ ○

❺ ×（料金別納、料金計器別納もできる）

❻ ○

❼ ×（一度の差出通数が1000通以上
　　　などの一定の条件を満たす場合は、
　　　さらなる割引がある）

❶郵便区内特別郵便物とは、
同一差出人からの郵便物を、
同一の郵便区内のみで引き
受けと配達を行う場合の
割引サービスである。

❷長さは 3 4 c m 以 内 、幅
25cm以内、重量は100g
以内の定形郵便物または
定形外郵便物に限られる。

❸同一差出人から一度に50通
以上差し出される場合に限る。

❹原則として、形状、重量及び
取扱いが同一のものである
ことが条件。

❺料金の支払方法は、料金後納
に限定される。

❻割引は郵便物の形状、重量
などによってことなるが、
一般の料金より安くなる。

❼以上の条件以外での割引は

一切されない。　

以下の、「郵便区内特別
郵便物」に関する真偽を
　　で答えてください。

キングのWebアプリケーション

「既製品の選択」ができるようになりました。

■ 印刷データ入稿サービス
　 ～無駄なく簡単データ入稿～

新機能のご紹介  ～ 印刷データ入稿サービスにて、新しい機能が追加になりました～

無駄を省いてスマート入稿！　CDなどのメディアが不要！

●さまざまなメリット！

連続登録できるようになりました。

キーワード検索に、商品名、商品コードなどを入力してください。

クリックして下さい！！

履歴管理のときも、商品名、
数量などが反映されます。

○商品が検索されました。 ○商品コード名称、数量欄に入力値が
　反映されます。入稿後の手順を
　指定していただき、発注してください。

発注優先→通常発注、再版、仕様変更、差し替えなど。
見積り後、発注→都合により、入稿を先に行なう場合に
選択する。価格が決まってから手配されます。
その他→その他の理由

○商品コーディネーターボタンをクリックすると、商品コーディネーターが立ち上がります。

新機能！

新機能！

例えば、「長3 ソフト ブルー」と入力します。

最大2年間のデータ保存! （保管期間を選択できます）
リピート検索で簡単リピート発注！
バナー広告などが一切なし！

無料で過去の発注履歴がデータベース化され、いつでも閲覧できる。

最大100MBまでのデータを送信可能！

※ ID・パスワードは、弊社担当営業よりご案内いたします。 

ID・パスワードを入力して、ログインする。1Step

アップロードボタンをクリックする。2Step

見積書番号、件名などの必要事項を入力する。3Step

入稿したいデータを登録する。4Step

下記の操作で、簡単に
データ入稿できます。

　操作は簡単
４つのステップ!
　操作は簡単

４つのステップ!

発 注

封筒・カレンダー刷り込みなどの印刷用データをWeb上で入稿していただくシステムです。
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検 索キング封筒

■ 商品コーディネーター
　 ～かんたん商品検索～

■ 別注封筒見積コーディネーター

TOPページのバナーからもご利用できます▲

1000種類以上のキングの商品の中から、
ご希望の商品や、左記でご紹介した
「グリーン購入適合商品」も、かんたんに
検索でき、見積り依頼や発注ができます。 キーワード検索 グリーン購入 検索

仕様確認 見積依頼

見積依頼

発 注

あとは、お客様の情報を入力すると、見積依頼が完了します。

「別注封筒見積コーディネーター」では、封筒のサイズや紙の色、窓の位置やサイズを選択
して画面で仕上りを確認しながら、見積依頼をすることができます。
営業がお伺いできなくても、順番に質問を選択するだけなので、簡単にご使用いただけます。

●TOP画面から別注封筒見積
　コーディネーターを選択します。

●オリジナル封筒の作成をスタートする。

●別注封筒見積の
　設定初期画面が
　表示されます。

Step.2
見積依頼フォームに

必要事項を記入し、お見積り
依頼をお送りください。

!
この時点では、
ご注文確定では
ございません。

Step.1
「別注封筒見積

コーディネーター」でご希望の
封筒をお決めください。

Step.3
当社担当者より、
お見積り内容を

確認させていただきます。

左側のメニューより 
サイズを選択します。

紙質を選択します。

同様に、口糊、印刷、
窓枠、郵便番号、
貼り方、最後に枚数を
入力してください。

●封筒のイメージが
　アニメーションで
　表示されます。

クリッククリック

クリック

該当商品の数量を記入して、コピーボタンをクリックします。

クリック

○データ登録時に、連続登録ボタンをクリック
　すると、担当者名、件名、商品などの情報を
　引き継いだ状態で登録できるので、版の
　差し替え時などに便利です。

ログインIDとパスワードは担当営業にご確認下さい。
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