
知ってて
常識?! 郵便
クイズ

❶ ×(一般書留、現金書留、簡易書留の3種類)

❷ ○

❸ ×(500万円まで)

❹ ○

❺ ○(ただし、19時ごろまでに電話に
 よる再配達希望が必要)

❻ ×(日曜・祝日の配達もある)

❼ ×(同時差出個数や料金支払方法など
 によって割引がある)

❶書留には一般書留と現金
書留の２種類がある。

❷一般書留は、郵便物が届かな
かったり破損したりしたときは、
実損額が賠償される。

❸一般書留で賠償される実
損額は、原則として差出の際
に申し出た金額の範囲内で、
その額は１100万円までで
ある。

❹現金書留の封筒はのし紙も
入る大きさである。

❺受取先が昼間不在で配達
できなかった書留郵便物は、
21時ごろまでに再配達される。

❻日曜・祝日の配達はない。

❼書留郵便には割引制度はない。

以下の、書留に関する
文章の真 偽を　　で
答えてください。

キングのWebアプリケーションカレンダーご注文はお早めに！

■ 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

カレンダーの受注状況が例年より遅れており、10月中旬過ぎに受注が集中する恐れがあります。
納期、品切れなどのご心配がないよう一日でも早いご注文をお願いいたします。
早期受注につながるアイテムとして、データ入稿システムとカレンダーデジタルカタログなどをお使いください。

PDFでは、カタログ画像を単に表示するだけで、なかなか目的の商品にたどりつかず、使いづらいという声を聞い
ており、当社のカレンダーデジタルカタログは、お客様の必要な情報を入力していただくことにより、必要な商品を
すぐに検索・抽出されることが一番のメリットになります。
例えば「風景 日本」と入力すると、5点抽出されます。

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。

●「ジャンボ」と入力するだけで、
　  ジャンボサイズ月表が検索されます。

●「３ヶ月」と入力すると、3ヶ月月表が
　  検索されます。

●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。

もっと詳しく知りたいお客様へ、タブレット端末を使って、
当社の担当者が丁寧にご説明いたします。

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

新提案

年賀状絵柄デザイン見本帳　配布開始！

今年は、箔押し6種、カラー20種、2色6種類、1色6種類と豊富なラインナップになっています。

2012年 辰年 年賀状デザイン集CD-ROM発売！

■ デザイン点数277点収録
喪中デザインもカラー10点、モノクロ6点を収録。
メッセージカードなどもご用意しております。
データ形式は、EPSとJPEGで、ハイブリッド
（Mac,Win）対応となっております。
詳細は、担当までご確認ください。

皆様のご健康とご多幸を心からお祈り致します

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
2012年　元旦

皆様のご健康とご多幸を心からお祈り致します

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
2012年　元旦

メッセージカー
ドも収録！

メッセージカー
ドも収録！

Ｍａｃ
Ｗｉｎdows
対応！

カレンダーご注文はお早めに！

カレンダーデジタルカタログの
「検索機能」をご存知ですか？
デジタルカタログの最大のメリットは、
検索機能です。この検索機能を、上手く
利用すれば、ほしいカレンダーがすぐに
見つかります。

その他にも、花・風景・日本・13 枚・7枚・卓上などさまざまなキーワードで検索できます。
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