
郵便
クイズ

❶ ×（通常のはがきとして使える）

❷  ×（郵便番号枠は入れなくても問題は
 ない）

❸  ○

❹ ○

❺ ×（軽く押さえたときの厚さが、1cm
 以内であれば定形郵便物で引き
 受け可能）

❻  ○

❶往復はがきの復路のみは、
未使用でも使えない。

❷官製はがきでなく、自分で
作ったはがき（私製はがき）
でも、郵便番号枠を必ず入れ
なければならない。

❸官製はがきには郵便番号の
上に「郵便はがき」と記載されて
いるが、私製はがきでは英語で
「POST CARD」と記載して
もよい。

❹郵便書簡(ミニレター)には
重さが25g以内であれば
写真、メモ(紙片など)の薄い
物を同封できる。

❺定形郵便物で厚さが1cmを
超えているものは一切引き
受けることができない。

❻往復はがきをセロテープなどで
つなぎなおして、「往復はがき」
として利用することはできない。

以下のミニレターに
関する文章の真偽を
　　で答えてください。

知ってて
常識?!

角 白特 38

カレンダーデジタルカタログの
「検索機能」をご存知ですか？
デジタルカタログの最大のメリットは、
検索機能です。この検索機能を、上手く
利用すれば、ほしいカレンダーがすぐに
見つかります。

カレンダーのご注文受付中！

カレンダーの受注は10月中旬にピークを迎えます。
納期、品切れなどのご心配がないように、
1日でも早いご注文をお願いします。

「ジャンボ」と入力するだけで、
ジャンボサイズ月表が検索されます。

「３ヶ月」と入力すると、3ヶ月月表が検索されます。

2013年向け 年賀状特集

今年は、箔押し6種、
カラー20種、2色6種類、
1色6種類と豊富な
ラインナップになっています。

・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）

■ 巳年 年賀状デザイン集CD-ROM発売！

■ 年賀状絵柄デザイン見本帳　配布開始！

■ カレンダーデジタルカタログ

■ 年賀版下清刷集
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）

なにかと費用がかかる「発送料」。
このケースを使えば発送料を大幅に
削減できます！  厚さ１cm以下の
名刺ケースでその安さを
実感してください。

薄いから安く発送できる！ メール便対応名刺ケース登場！

■ メール便対応 
　 名刺ケース

130×120×9.8mm

寸法

材質

PET

当社の中厚口名刺が50枚ずつ入ります。当社製品以外の用紙の厚さはお客様でご確認ください。

薄さたったの

9.8㎜

蓋をしっかりと固定でき、多少の衝撃では外れません。ストッパー

リブ
ケースの中で名刺が
混ざるのを防ぎます。

指をかけられ、
開けやすくなっています。

つめ抜き

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。

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。

この厚みだからヤマトメール便で、
全国どこへでも80円で送る
ことができます。

新提案

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

超薄口クリア 4号 名刺ケース 新発売

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。

その他にも、花・風景・日本・13 枚・7枚・卓上など
さまざまなキーワードで検索できます。



郵便
クイズ

❶ ×（通常のはがきとして使える）

❷  ×（郵便番号枠は入れなくても問題は
 ない）

❸  ○

❹ ○

❺ ×（軽く押さえたときの厚さが、1cm
 以内であれば定形郵便物で引き
 受け可能）

❻  ○

❶往復はがきの復路のみは、
未使用でも使えない。

❷官製はがきでなく、自分で
作ったはがき（私製はがき）
でも、郵便番号枠を必ず入れ
なければならない。

❸官製はがきには郵便番号の
上に「郵便はがき」と記載されて
いるが、私製はがきでは英語で
「POST CARD」と記載して
もよい。

❹郵便書簡(ミニレター)には
重さが25g以内であれば
写真、メモ(紙片など)の薄い
物を同封できる。

❺定形郵便物で厚さが1cmを
超えているものは一切引き
受けることができない。

❻往復はがきをセロテープなどで
つなぎなおして、「往復はがき」
として利用することはできない。

以下のミニレターに
関する文章の真偽を
　　で答えてください。

知ってて
常識?!
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カレンダーデジタルカタログの
「検索機能」をご存知ですか？
デジタルカタログの最大のメリットは、
検索機能です。この検索機能を、上手く
利用すれば、ほしいカレンダーがすぐに
見つかります。

カレンダーのご注文受付中！

カレンダーの受注は10月中旬にピークを迎えます。
納期、品切れなどのご心配がないように、
1日でも早いご注文をお願いします。

「ジャンボ」と入力するだけで、
ジャンボサイズ月表が検索されます。

「３ヶ月」と入力すると、3ヶ月月表が検索されます。

2013年向け 年賀状特集

今年は、箔押し6種、
カラー20種、2色6種類、
1色6種類と豊富な
ラインナップになっています。

・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）

■ 巳年 年賀状デザイン集CD-ROM発売！

■ 年賀状絵柄デザイン見本帳　配布開始！

■ カレンダーデジタルカタログ

■ 年賀版下清刷集
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）

なにかと費用がかかる「発送料」。
このケースを使えば発送料を大幅に
削減できます！  厚さ１cm以下の
名刺ケースでその安さを
実感してください。

薄いから安く発送できる！ メール便対応名刺ケース登場！

■ メール便対応 
　 名刺ケース

130×120×9.8mm

寸法

材質

PET

当社の中厚口名刺が50枚ずつ入ります。当社製品以外の用紙の厚さはお客様でご確認ください。

薄さたったの

9.8㎜

蓋をしっかりと固定でき、多少の衝撃では外れません。ストッパー

リブ
ケースの中で名刺が
混ざるのを防ぎます。

指をかけられ、
開けやすくなっています。

つめ抜き

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。

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。

この厚みだからヤマトメール便で、
全国どこへでも80円で送る
ことができます。

新提案

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

超薄口クリア 4号 名刺ケース 新発売

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。

その他にも、花・風景・日本・13 枚・7枚・卓上など
さまざまなキーワードで検索できます。




