
郵便
クイズ

❶ ○

❷  ×（配達は町丁目ごと）

❸  ×（配達地域を管轄する郵便局に
 差し出す）

❹ ○

❺ ×（配達されるのは定形郵便物・定形外
 郵便物に限られる。チラシ類は封筒
 に入れなければならない）

❻  ○

❼ ×（チラシと違って郵便なのでマンション
 も配達できる）

❽ ×（25gまでが27円、50gまでが40円、
 100gまでが53円）

❾ ×（料金は後納、別納、料金計器別納の
 いずれかに限る）

10 ○

❶タウンメールの正式名称は
「配達地域指定郵便」である。

❷配達区域は市町村単位で、全
世帯に配達してくれる。

❸郵便物扱いなのでどこの郵便
局で差し出してもよい。

❹配達に3日程度かかる

❺チラシも配ってくれる。

❻宛名は書かなくてもよい。

❼全戸配布と言っても、チラシ
と同じくオートロックのマンシ
ョンなどは配達されない。

❽料金は通常の郵便料金と同じだ。

❾配達する郵便物すべてに切手
を貼らなければならない。

10配達物は形状・重量が同じも
のでなければならない。

以下のタウンメールに
関する文章の真偽を
　　で答えてください。

知ってて
常識?!

名刺・はがき・封筒プリンター DocuPrint C5000d

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。

アップロードボタンをクリックする。

見積、件名などの必要事項を入力する。

入稿したいデータを登録する。

　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。

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

名刺・はがき裁断機 きりっ子ミニ後継機 ＭＣＸ-ＡＲ

センタードブの刃を、10ミリ2枚から0ミリ1枚に手動で
変更することができ、4面付けはがきの十文字が標準で
断裁できる。

新提案

7月下旬
新発売

SK-202S MC-01MCX-AR

¥385,000

¥120,000

９０秒

10面8面ドブ

２００×２９６

２１０×２９７

１５枚

５０万カット

７０万カット

¥539,000

¥146,000

４０秒

10面10面ドブ

128×128

235×335

約40枚

１００万カット

１５０万カット

¥398,000

¥0

４５秒

10面10面ドブ

２００×２９６

２１０×２９７

50枚

１００万カット

１５０万カット

本体価格

はがきユニット価格

カットスピード A4 10枚（名刺100枚）

名刺面付け数

最小用紙サイズ

最大用紙サイズ

給紙積載量（0.22厚換算）

直刃耐久性（公称） 名刺換算の場合

スリット刃耐久性（公称） 名刺換算の場合

仕様

カラーモード 速度 枚/分設定モード

カラー/モノクロ

カラー/モノクロ

50/55

31

21

15

普通紙

厚紙 1

厚紙 2

厚紙 2

A4普通紙

A4名刺用紙はがき

角2封筒

用紙種類

今まで手差しトレイからの給紙のプリンターは多くありましたが、
小サイズトレイ（オプション）を使用することにより、トレイからの給紙が
可能になりました。

トレイより、はがき、封筒の印刷ができます。

トレイを増設して、封筒専用トレイを指定していただくと、
無償で封筒にシワがよりにくい設定にいたします。
※エンジニアによる設定になります。

本体トレイは、必要に応じて増設可。

出力するスピードはそのままに、高精細な画質を再現しました。
リアル1,200×1,200dpiの高画質により、小さな文字でもつぶれをなくし、微妙な曲線の滑らかさまでを再現。
より鮮明な画像を求めるオフィスのニーズに応えます。

出力速度を落とさずリアル1,200dpiの高画質化を実現

サイドトレイは、表面を上にして出力するためのオプションです。データは反転することにより厚紙の反りが軽減されます。
サイドトレイで、反りが軽減。

フォームオーバーレイ機能を利用することにより、あらかじめ容量の大きいカラーデータを登録しておき、宛名などの
軽いデータを重ねて印刷することにより、転送時間を大幅に削減することが可能です。  
※プリンターの標準機能の一部なので、無償でご使用いただけます。  
※標準の場合、容量2MBまでとなり、電源を切るとデータは消去されます。データの保存が必要または、容量2MB以上のデータを使用される場合は、オプションのハードディスクが必要です。

らくらくフォーム印刷（Win環境）

当社独自の設定により、印刷のずれを軽減。

当社の角2、角3、長3、洋0、名刺A4用紙などが対応用紙としてメーカー検証済み。

Adobe® PostScript® 3TMに対応（オプション）

センタードブ
0ミリ

センタードブ
10ミリ

WinWin
XP/Vista

MacMacMac A4高い生産性とクオリティに
環境性能をプラスした
カラープリンターのフラッグシップモデル

■ 従来機種との比較

プリントオンデマンド対応用紙見本帳

コニカミノルタ、富士ゼロックスなどのオンデマンド
プリンターに相性のよい名刺用紙20種類、封筒19
種類、はがき、賞状、挨拶状カードなどを、1冊のサン
プル帳にまとめました。
プリンターの印字サンプルとしてのご利用や、用紙
見本帳としてもご使用いただけます。

カラープリントサンプル帳を
配布しております。
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プリンターに相性のよい名刺用紙20種類、封筒19
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見本帳としてもご使用いただけます。
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