
知ってて
常識?! 郵便
クイズ

❶ ○

❷  ×（30キロ以内）

❸ ×（簡単な挨拶状や、請求書、
 送り状なども添付できる）

❹ ×（配達時間帯も指定できる）

❺ ○

❻ ×（480円）

❼ ×（料金後納のほか、料金後納と
 料金計器別納も利用できる）

❶「ゆうパック」で送れる大きさは、
長さ・幅・厚さの合計が1.7m
を超えないものである。

❷重さは20キロ以内。

❸内容物は信書以外に限られる
ので、請求書などは添付でき
ない。

❹差出の際、配達日は指定できるが、
配達時間帯までは指定できない。

❺料金は60サイズ(長さ・幅・
厚さの合計が60cm以内)
で同一県内ならば600円で
ある。

❻同時に、または１か月以内に
10個以上20個未満送付した
場合、60サイズ・同一県内
配達で500円になる。

❼同時に200個以上差し出すと
最大で35％割引になるが、
その場合の支払方法は料金
後納のみである。

以下の「ゆうパック」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

■ 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

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。 ●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

エンボスカラー封筒好評発売中

■ オーダーメイド感覚が
　 非常に好評です。

■ ご発注いただける枚数。

洋形２号（162×114㎜）

洋長3〈洋形０号〉（235×120㎜）

サイズ 枚数

エンボス（浮き出し） 15種類 色 37色 厚さ 2種類

オーダーメイド封筒
パターンは

全1,110種類

1 2 3

完全オーダー製のため、最低ロット設定がございます。

その他のサイズは、
お気軽にお問い合せください。

※洋封筒は内カマス貼となります。 

5,000枚以上

4,000枚以上

長形３号（120×235㎜）

角形２号（240×332㎜）

サイズ 枚数

※和封筒はセンター貼、スミ貼となります。

5,000枚以上

2,000枚以上

高級感漂うエンボス柄で、
風合いのある淡いクリーム色の
上品な封筒です。
■ 洋2・洋長3・角2サイズを
　 そろえており、安価な価格が、
　 とても好評です。

オーダーメイド　エンボスカラー封筒　高級用紙見本

●100kg
　　（4/6判Y目）

●130kg
　  （4/6判Y目）

ホテル、ブライダル、美容系、外車ディーラーのほか、
大切なお客様向けに、特別な思いをこめて、ＤＭ、案内
状、招待状などにご使用いただける上質な封筒です。

質感にこだわったオリジナリティーあふれる封
筒が、お客様への思いを効果的に伝えるお手
伝いをいたします。エンボスパターンは15種
類。カラーバリエーションは37色。更に2種類
の紙の厚さを組み合わせて多種多様なエンボ
スペーパーが作り出せます。質感や色にこだ
わったオリジナル封筒をご提供いたします。

商品コード 品名

191401
商品コード 品名

角２スミ貼 エンボスカラー 0302100　ホワイト
1000枚価格

35,000円
ケース入数

500枚
貼り方 口糊

スミ貼り なし

100枚価格 ケース入数 貼り方 口糊

191441

191431

洋２カマス エンボスカラー 0302100　ホワイト

洋長３カマス エンボスカラー 0302100　ホワイト

1,320円

1,620円

100枚

100枚

内カマス

内カマス

アラビア

アラビア

洋2カマス エンボスカラー

●この封筒に使用
　されている
　エンボスパターン

既製品既製品

別注品別注品
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