
郵便
クイズ

❶ ○

❷  ×（毎月50通以上）

❸  ×（事前に取扱郵便局の承認が必要）

❹ ×（概算額の2倍）

❺ ○

❻  ×（50万円未満）

❼ ×（翌月の20日まで）

❽ ×（差出に際して郵便局の承認を受ければ、
 そのまま料金後納として利用できる）

❶料金後納は１ヶ月分の郵便
料金をまとめて払う制度。

❷郵便物を毎月100通以上
差し出さないと適用されない。

❸料金後納を希望する者は
郵便局の窓口ですぐ利用
できる。

❹料金後納を利用する場合、
１ヶ月に差し出す郵便物の
料金の概算額と同額の担保
を提供しなければならない。

❺担保は１年以上継続して
料金を遅滞なく払うと1/2     
に減額される。

❻担保は１ヶ月に差し出す郵
便物の料金の概算額が
100万円未満で６ヶ月以上
遅滞なく払っていると免除
される。

❼料金はその月の末日まで
に払わなければならない。

❽「料金別納郵便」の表示を
しているハガキや封筒は、
一切料金後納には使えない。

以 下 の 料 金 後 納 に
関する文章の真偽を
　　で答えてください。

知ってて
常識?!

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▲

● イエロー  ● グリーン ● ゴールド 

● ブルー ● ピンク

白ロングタオルサイズ

カラータオルサイズ
約340×860mm

約350×1000mm
約350×950mm
約350×900mm

白ロング カラータオル
日本製

■ 高級名入れタオル〈白ロング〉〈カラー〉

名入れ印刷承ります。 名入れカラーは紺1色になります。

夏の定番アイテム

2013年度 カレンダーカタログ

販促効果抜群の夏の風物詩。キャンペーンやイベントで使用すれば、

来場したお客様がそのまま広告を手伝ってくださる……。

大変優れたＳＰツールです。

多種多彩なカラフルうちわはもちろん、

オリジナルデザインでのうちわ作成がおすすめです。

定番の「ポリうちわ」の他に、環境対応素材を使用した

「エコロジーうちわ」や「リサイクルうちわ」、カード紙・

ＰＰシートタイプの「ワンタッチうちわ」風情のある

「竹うちわ」等々、うちわカタログには様々な種類を

掲載しています。

また、オリジナルデザイン用のテンプレートも用意しています。

弊社担当営業にお申し付けください。

2013年度、カレンダーカタログを配布しております。Webカタログは、

5月下旬より、当社Webサイトから閲覧可能になります。

ご提案などにお使いください。

オリジナルうちわは、事前連絡をいただくことにより、データ入稿後 最短１週間 で発送可能です。

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。

■ 商品コーディネーター
　 ～かんたん商品検索～

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

うちわのご注文は
お早めに 夏祭り、イベントなどで大活躍。

ECOLOGY

PHOTOGRAPH ART PROVERB

ANIMAL ILLUSTRATION
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BASIC FLOWER

2013

「カレンダーカタログ 2013」の
Webで見られるデジタルカタログ公開!!

検 索キングデジカタ
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