
知ってて
常識?! 郵便
クイズ

❶ ○

❷ ×(元日のみ)

❸ ×(使えるのは郵政公社製の年賀はがきのみ)

❹ ○

❺ ×(12月15日から12月24日まで)

❻ ○

❼ ×(全国で利用可能)

❶年賀タウンメールは、通常の
タウンメール（配達地域指定
郵便）と同様に一定の地域の
全戸に年賀はがきを配達する
サービスである。

❷配達日は正月三賀日内である

❸定形サイズならば「年賀」と
記せば何でも配達される

❹料金や支払方法、差出は通常
のタウンメールと同じである。

❺差出期間も、タウンメールと
同じく12月15日までである。

❻宛名は記入しなくていいが、
「配達地域指定」および
「○○地域にお住まいの
皆様へ」等の表示が必要で
ある。

❼このサービスは東京都および
全国14の政令指定都市に
限定される。

以下の、年賀タウンメール
に関する真偽を　　
で答えてください。

キングのWebアプリケーショングレー枠 喪中はがき新発売

■ 印刷データ入稿サービス
　 ～無駄なく簡単データ入稿～

●さまざまなメリット！
※ ID・パスワードは、当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、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

　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。

無駄を省いてスマート入稿！CDなどのメディアが不要！

最大2年間のデータ保存! （保管期間を選択できます）

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！

リピート検索で簡単リピート発注！

下記の操作で、簡単に
データ入稿できます。

お問い合わせは、弊社営業まで、お気軽にご連絡ください。

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～

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、ご希望の商品が、
検索でき、見積り依頼や発注ができます。

仕様確認 見積依頼 発 注

■ 既製品Web発注
　 ～既製品だからこそ、注文をよりスマートに～

検 索キング封筒 TOPページのバナーからもご利用できます▲

オンラインで簡単に既製品を発注できます。お気に入り検索でリピートはもっとスピーディー！

発 注

2114061

2114091

2114171

2114221

2114261

2114271

品番

406グレー色郵便枠（霞菊）

409グレー色郵便枠（銀菊）

417グレー色郵便枠（薄枠ケント）

422グレー色郵便枠（胡蝶蘭）

426グレー色郵便枠（かすみ草）

427グレー色郵便枠（秋草）

品名喪中はがきのグレー色郵便枠
商品が6点新発売になりました。
紙質、デザインなど、従来の赤枠
商品と同じ仕様です。
なお、従来からの赤色郵便枠商品
も引き続き販売いたします。

商品コードの違いにご注意ください。

この度、長年にわたり販売しておりました下記商品を販売終了することとなりました。
代替商品などに関しては弊社営業までお問い合わせください。
販売終了に伴うご不便など、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

在庫がなくなり次第、販売終了とさせていただく商品

080129

080130

080131

080416

080417 

120128

120129

200207

201901

201903

201904

201905

570000

570001

品番

長形３号　100g/㎡　スミ貼ナチュラルケント

長形３号　80g/㎡　スミ貼ナチュラルケント

長形３号　70g/㎡　スミ貼ナチュラルケント

角形２号　80g/㎡　スミ貼ナチュラルケント

角形２号　100g/㎡　スミ貼ナチュラルケント

長形３号 グラシン窓明封筒 No.28ナチュラルケント 枠ナシ

長形３号 グラシン窓明封筒 No.29ナチュラルケント 枠ナシ

名刺　梅　４　　　　　　　　　

名刺　ＨＩソフト４　スカイ　　

名刺　ＨＩソフト４　ブルー　　

名刺　ＨＩソフト４　グレー　　

名刺　ＨＩソフト４　グリーン　

ハンドクリーナー　クレア　（ポンプ）

ハンドクリーナー　クレア　（詰換え）

品名

販売終了とさせていただく商品
品番

エアメール　小　No.１　字有り

ＫＶＣＳ名刺 Ｐ－１ （絵柄紙）

ＫＶＣＳ名刺 Ｐ－２ （絵柄紙）

ＫＶＣＳ名刺 Ｐ－３ （絵柄紙）

葬祭用カード　４４５（鼠縁二ツ折蓮花）

葬祭用カード　４６２（金蓮花）

葬祭用カード　４６８（金蓮花白刷会葬入）

席順カード　菊花　特大二ツ折　No.２

席順カード　愛の誓　二ツ折　２枚組

席順カード　末広　二ツ折　２枚組

席順カード　丹頂Ａ３　二ツ折　

婚礼カード　末広３　二ツ折　２枚組

婚礼セット　Ｓ３金縁単判　金鶴亀

婚礼セット　Ｓ３金縁単判　線鶴亀

品名

130401

201083

201084

201085

220605

220611

220619

240205

240222

240223

240227

240547

240703

240704

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。

●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。

●TOP画面から商品コーディネーターを選択し
　はがきのカテゴリーを選択してください。

●はがきコーディネーターのページで
　郵便番号枠の設定ができます。

●別注封筒見積の
　設定初期画面が
　表示されます。

■ 別注封筒見積コーディネーター 見積依頼

「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。

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

●オリジナル封筒の作成をスタートする。

クリック

 販売終了商品のお知らせ

赤枠、グレー枠の違いは、

でご確認ください。

クリック
クリッククリック
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