
知ってて
常識?! 郵便
クイズ

❶ ○

❷  ×(形状、重量、取扱いが同一ものに
限る)

❸ ×(料金別納以外に、料金後納、料金
計器別納もできる)

❹ ○

❺ ×（バーコード付きの場合、3日程度の
余裕で9％、1週間程度の余裕では11％
割引される)

❻ ○

❼ ×（10％の割引）

❶第三種郵便物を一度に
2 0 0 0通以上出す場合、
あらかじめ郵便区番号ごとに
区別しておけば料金割引がある。

❷形状、重量はバラバラでも、
郵便区番号ごとに区別して
あればよい。

❸料金支払は、料金別納のみ。

❹基本割引率は、2000通以上
が5％、1万通からが7％、
5万通からが8％である。

❺送達日数に余裕を承諾すれば、
基本割引からさらに一律9％
割引になる。

❻拠点局にバーコード付きで
5万通以上差し出すと、基本
割引よりさらに6％割引になる。

❼拠点局にバーコード付きで
5万通以上差し出して、送達に
3日程度の余裕を承諾すれば、
合わせて15％が割引される。

以下の利用者区分郵便
に関する文章の真偽を
　　で答えてください。

納期は？ 印字方法は？ 価格は？

名刺に関することは、お客様のニーズに合わせて、よりよいご提案をさせていただきます。

名刺の印刷でお困りではありませんか？

名刺用紙の販売、オンデマンド名刺作成システムの販売以外に、
名刺印刷（入力・印刷・出荷まで）を行っております。

寒中見舞いは、いかがですか？

故人を暖かく見送る思いを考えたデザインは、寒中見舞いとしてもご使用いただけます。
今まで私製はがきのみであった下記商品に、普通郵便はがきも加わりました。

ご発注後スピーディーに対応しており
ます。出来上がった名刺を、印刷会社様
のお名前で作成した送り状を使い、
エンドユーザー様へ直送することも
可能です。また、ASPサービスを利用
していただく場合は、入力作業を省略
することができるので、納期短縮につ
ながります。

レーザープリンターもし
くはリボンプリンターを
使用しています。
特色のロゴなどの場合
は、オフセット印刷で台紙
を刷り、名入れのみ、プリ
ンターを使用します。

１企業あたりの月間の
受注件数で価格を決定
いたします。名刺用紙の
製造販売から、ソフトウェア
開発、ハード販売、名刺
作成などすべて自社で
行っているため、価格には
自信があります。

原稿の入稿方法は？ 《すべてお任せ》

データ支給の場合、EPS
データやPDFで入稿して
いただけます。
また、データ入稿システム
も無料でご使用いただける
ため、履歴管理を簡単に
行うことができます。

Webを利用しながら、自動組版システムで
作成することができます。 
エンドユーザーに入力をしていただき、
プレビュー画面で確認をしたものが受注
されるので、校正の手間を省略でき、納期・
コストの短縮が可能です。
また、ご請求に必要な受注の実績データの
管理が簡単に行えます。

原稿をFAXでいただき、
同じ内容のものを短納
期で作成いたします。 
専用ソフトで作成する
ので、氏名文字組の定義
も、VIマニュアルどおり
に作成いたします。

《データ支給》
《ASPサービス》

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。

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
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