
郵便
クイズ

❶ ×(同時に1000通以上)

❷  ×(右側だけでなく左でも下でもよい)

❸  ×(形状・重量及び取扱は同一のものに限る)

❹ ×（料金別納、料金後納、料金計器別納のいずれか）

❺ ×（厚さは6mm以下)

❻  ○

❼ ×（往復ハガキの割引率は2.5％）

❽ ×(広告郵便物・区分郵便物はさらに割引される)

❶ 同 一 差 出 人から同 時に
2000通以上差し出すときに
このサービスが利用できる。

❷読取機の関係上、受取人の住所
を表すバーコードは、受取人
住所の右側につけないと
いけない。

❸バーコードで受取人の住所が
わかるので、郵便物の形状・
重量はバラバラでもかわまない。

❹同一差出人の場合、料金支払
方法は料金別納のみである。

❺対象となる郵便物はハガキ、
定形郵便物で、厚さは1cm
まで。

❻割引率は5％。

❼往復ハガキの割引率も同じく
5％である。

❽バーコード付郵便では、広告
郵便・区分郵便の割引を受け
ることができない。

以下のバーコード付き
郵便物に関する文章
の真偽を　　で答え
てください。

知ってて
常識?!

ビジネス文例集

レイアウト見本がなくて、お困りになったことはありませんか？
文章見本とは違い、レイアウトをご提案するためのツールです。
挨拶状、招待状はもちろん、名刺、封筒、DM ハガキ、賞状、株券など、
402種類のレイアウトを取り揃えており、aiデータも収録されて
いることから、編集作成が簡単にできます。

A3 オートカッター　CT620（名刺裁断機）

税込価格10,500円

付録のCD-ROMには、全ての見本を
aiデータにて収録、Illustratorを

使って編集ができます。

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

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。

■ 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。

「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.1

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。

Step.3

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

より高い生産性と将来性を求めるなら…
これからの断裁機はA3ワイドまでの対応が望まれます。

A3ワイド（318×469.5mm・菊四裁）の
用紙で、名刺：20面付、葉書：8面付、Ａ4判：
2面付と大量に自動断裁します。

●業界初の最大A3ワイド（菊四裁）用紙に対応

A3ワイド7枚／分で高速断裁しますので、名刺100枚が約45秒、葉書100枚でも
約2分のハイスピードで仕上がります。

●ハイスピード処理

名刺、葉書やドキュメントサイズ（A4判2面付、Ａ3
化粧断ち）すべてに四方ドブしろが付けられます
ので、あらゆるデザインにも対応でき、ロゴなど
の断ち切り印刷に最適です。

●各種規格カードやドキュメントサイズすべてに四方ドブ断ち可能
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■仕様概要

名刺、葉書、チケット、A3、A4 
＊ロータリー替刃ユニット交換による

A4、A4ワイド、B4、A3、A3ワイド 
（318×469.5mm･菊四裁）最大幅320.0mm

0.12～0.40mm、四六判90kg～280kg

A3ワイドにて名刺：20枚、
葉書：8枚、A3判：1枚、A4判：2枚

7枚／分 （A3ワイド）

500枚一括積載
（四六判90kgベース･0.12mm厚の場合）
エアーサクション方式

1032（W）×615（D）×917（H）mm

カットサイズ

用紙サイズ

厚さ･重量

面　付　数

カット速度

給　　　紙

大　き　さ

A3ワイド用紙 
4号名刺20面付
※本断裁フォーマットは
　一例です。

部分：ドブしろ

A3サイズ、A3ノビサイズの名刺をお求めの方は、
プリンター、裁断機の仕様により別注サイズで作成することが可能です。
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