
郵便
クイズ

❶ ○

❷  ×（２キロまで）

❸  ○

❹ ×（５キロまで）

❺ ×（印刷物は300通以上、小型包装物は
 同時に50通以上）

❻  ×（カタログ、ＤＭ、手帳、トランプは
 含まれるが、薬・化粧品の箱は含まれ
 ない）

❶Ｄメールとは「航空優先大量
郵便物」のことで、外国へ
印刷物や小型包装物を一度
に大量に送るときに利用で
きるサービスで、印刷物の
場合、一般の航空印刷物よ
りも最大39％割安になる。

❷Ｄメールで送れる印刷物は
重さが５キロまでである。

❸Ｐメールとは「航空非優先大量
印刷物」のことで、Ｄメールに
比べて送達日数に若干の余
裕がある。

❹Ｐメールで送れる印刷物は
重さが２キロまでである。

❺ＤメールもＰメールも、１回
に印刷物で500通以上差し
出すことが必要。

❻ＤメールもＰメールも、対象
となる印刷物にはカタログ
やダイレクトメール、手帳、
トランプの他に、薬・化粧品の
箱も含まれる。

以 下 の 国 際 郵 便 の
ＤメールとＰ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?!

白封筒

A4判 名刺用紙

カラープリントサンプル帳を
配布しております。

プリントオンデマンド対応用紙見本帳

ホームページのチラシダウンロードコーナーがリニューアルしました

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。
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2013年向け 年末商材特集

全28種類で、営業活動の即戦力になります。
出力していただいても結構ですが、
エンドユーザー様との商談用に、
ポータブルデバイスからのダウンロードにも
対応いたしました。

キーワードを入力していただくと、
簡単に検索することができます。

検索機能搭載！

チラシの画面から、
発注できます！

チラシのPDFの下方にあるボタンをクリック
すると、該当商品の詳細をご覧いただけます。
また、その画面からカートに入れて即発注も
できます。ボタンやアイコンが大きくなりタップしやすくなりました。

その2
ポイント

その3
ポイント

2013年向け 年末商材特集

■ 2013年 巳年 年賀状デザイン集CD-ROM発売中
年賀状はデザイン点数277点を収録。
喪中デザインもカラー10点、モノクロ6点を収録。
メッセージカードなどもご用意しております。
データ形式は、EPSとJPEGで、ハイブリッド
（Mac,Win）対応となっております。
詳細は、担当まで
ご確認ください。 Ｍａｃ

Ｗｉｎdows
対応！税込 ¥6,300

（本体価格 ¥6,000）

・厳選の年賀状デザイン50点　
・喪中はがき、寒中はがき見本付　
・休日カレンダー、名刺カレンダー付　
・ジャンル別の文例見本付
※版下清刷集の年賀状デザインはCD-ROMにも収録されています。
※年賀状デザインを厳選50点に絞り込み、従来のバインダー式から
　簡易包装に変更し、価格を下げました。

税込 ¥3,990
（本体価格 ¥3,800）

■ 2013年 年賀版下清刷集発売中

■ カレンダーデジタルカタログ
メーカー品番・品名などから、簡単
に抽出・絞り込みができる「検索
機能」があり、欲しいカレンダーが
すぐに見つかります。
見積もり提案に便利な機能も、
すべて無料でご利用いただけます。

専用のアプリケーションを
ダウンロードすると、i pad、
i phoneの他、Android系の
スマートデバイスでも
ご利用可能になりました。

スマートデバイスに対応

■ カレンダーベストセレクションカタログ
16ページのカタログで、見やすいようカテゴリー順に
商品写真が並べてあり、詳細情報を省いたシンプルな
誌面は、新規開拓先等へのインパクト抜群です。
なお、名入れ印刷範囲などの確認は、デジタルカタログ、
カレンダーカタログをご参照願います。

■ カレンダーカタログ
大きく見やすい108ページの誌面には、203点の必要
な詳細情報がもりだくさんに載っています。
数に限りがございますので、お早めにお求めください。

ECOLOGY

PHOTOGRAPH ART PROVERB

ANIMAL ILLUSTRATION

 DESKTYPE CHARACTER

BASIC FLOWER

2013

ipad、スマートフォンなどの
ポータブルデバイスに対応！

その1
ポイント
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