喪中印刷見本帳のご案内

知ってて
常識?!

郵便
クイズ

チラシダウンロード（WEBサービス）

無地または名入印刷までした状態で
した状
した状態で
状態で
ご提供できます。
「寒中見舞い」にもご使用く
ください。
ださい
ださ
だ
さい。

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。

以 下 の 広告郵便物に
関 する文 章 の 真 偽を
で答えてください。

ポイント

その2

昨年より企画された喪中印刷カタログですが、好評につき今年も配布させて
つき今年も配布させて
き今 も配布 せて
いただきます。郵政喪中はがき8柄、私製喪中はがき8柄の全16種類の
き8柄の全16種類の
8柄
柄 全1
類の
中から選択できます。
私製はがきは、お客様（印刷会社様）で印刷をして郵政喪中はがきは当社で
政喪中はがきは当社で
喪中 がきは 社で
名入印刷までというお客様も多く、
データ入稿にも対応しております。
応しております。
し おり
。
また、12月中旬を過ぎると、郵政喪中はがきを、
「寒中見舞い」としてもご使用いただけます。

検索機能搭載！

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。

❶広告郵便物とは、
差出人自身の
「商品の広告」、
「役務の広告」、
「営業活動に関する広告」を
目的に印刷された郵便物で、
料金の割引サービスを受ける
ことができる。

郵政喪中はがきのメリット

喪中絵柄を普通郵便はがきに印刷した

料額印面（切手マーク）が胡蝶蘭のデザインの普通郵便は

料額印面
（胡蝶蘭）

◀

「郵政喪中はがき」の受注が増えています。

切手を貼る
手間が省ける。

がきに印刷した喪中はがきを8種類新発売いたしました。
※普通郵便はがきの持ち込みはできません。

名入印刷までキングに
任せると、刷損じなどの
リスクがない。

❷１の 目 的 で あ れ ば 、内 容 が
違う物でも割引対象になる。

ポイント

その3

ポイント

その1

ipad、スマートフォンなどの
ポータブルデバイスに対応！
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。

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。

❹対象となるのは、定形郵便物、
通 常 はがき、往 復 はがきで、
定形外郵便物には適用され
ない。

プリントオンデマンド対応用紙見本帳

カラープリントサンプル帳を配布しております。
コニカミノルタ、富士ゼロックスなどのオンデ

❺差し出しの都度、
割引を受ける
ためには、同 時に2 0 0 0 通
以上、月間割引を受けるため
には、同 時に2 0 0 0 通 以 上 、
かつ、
１カ月に１万通以上差し
出す必要がある。
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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。
既製品コード：55M553
商品名：郵政喪中はがき553（睡蓮池）

既製品コード：55M554
商品名：郵政喪中はがき554（月とすみれ）

既製品コード：55M555
商品名：郵政喪中はがき555（偲ぶ想胡蝶蘭）

既製品コード：55M556
商品名：郵政喪中はがき556（山藤）

❻差し出しの都度割引を受ける
場合の料金支払い方法は、
料金別納
（料金を現金で支払う
ものに限ります。）
に限られる。

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。

白封筒

A4判名刺用紙

超薄口クリア 4号 名刺ケース 新発売

薄いから安く発送できる！
メール便対応名刺ケース登場！

既製品コード：55M411
商品名：郵政喪中はがき411（野菊）

既製品コード：55M429
商品名：郵政喪中はがき429（銀枠）

既製品コード：55M446
商品名：郵政喪中はがき446（蓮花）

■ 欠礼文章、差出人まで印刷した

予 め 用 意して おり、名 入 印 刷 はレー ザ ープリンターで
行うことで短納期を実現！

ケースの中で名刺が
混ざるのを防ぎます。

つめ抜き

指をかけられ、
開けやすくなっています。

見本帳には
解りやすい
続柄チャート付

❼同一内容でも、
商品等の広告を
主目的としない年賀・暑中見
舞い等のあいさつ状や、
広報誌、
求 人 広 告などを内 容とする
ものは対象とならない。

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。
❶○
（同一内容で大量に作成された
❷×

薄さたったの

「喪中はがき名入印刷」

淡い色合いを表現するため、オフセット印刷をした台 紙を

既製品コード：55M551
商品名：郵政喪中はがき551（風）

リブ

❸割引を受けるためには、
事前に
取扱郵便局へ印刷物の見本を
添えて提出し、承認を受ける
必要がある。

9.8㎜

この厚みだからヤマトメール便で、

80円で送ることができます。

全国どこへでも

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。

ものであることが必要）

材質

PET

ストッパー

蓋をしっかりと固定でき、多少の衝撃では外れません。

メール便対応名刺ケース
寸法

130×120×9.8mm

❸○
（定形外郵便物にも適用される）
❹×
❺○
（料金別納、料金後納、料金計器別納
❻×
のいずれか）

❼○

喪中印刷見本帳のご案内

知ってて
常識?!

郵便
クイズ

チラシダウンロード（WEBサービス）

無地または名入印刷までした状態で
した状
した状態で
状態で
ご提供できます。
「寒中見舞い」にもご使用く
ください。
ださい
ださ
だ
さい。

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。

以 下 の 広告郵便物に
関 する文 章 の 真 偽を
で答えてください。

ポイント

その2

昨年より企画された喪中印刷カタログですが、好評につき今年も配布させて
つき今年も配布させて
き今 も配布 せて
いただきます。郵政喪中はがき8柄、私製喪中はがき8柄の全16種類の
き8柄の全16種類の
8柄
柄 全1
類の
中から選択できます。
私製はがきは、お客様（印刷会社様）で印刷をして郵政喪中はがきは当社で
政喪中はがきは当社で
喪中 がきは 社で
名入印刷までというお客様も多く、
データ入稿にも対応しております。
応しております。
し おり
。
また、12月中旬を過ぎると、郵政喪中はがきを、
「寒中見舞い」としてもご使用いただけます。

検索機能搭載！

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。

❶広告郵便物とは、
差出人自身の
「商品の広告」、
「役務の広告」、
「営業活動に関する広告」を
目的に印刷された郵便物で、
料金の割引サービスを受ける
ことができる。

郵政喪中はがきのメリット

喪中絵柄を普通郵便はがきに印刷した

料額印面（切手マーク）が胡蝶蘭のデザインの普通郵便は

料額印面
（胡蝶蘭）

◀

「郵政喪中はがき」の受注が増えています。

切手を貼る
手間が省ける。

がきに印刷した喪中はがきを8種類新発売いたしました。
※普通郵便はがきの持ち込みはできません。

名入印刷までキングに
任せると、刷損じなどの
リスクがない。

❷１の 目 的 で あ れ ば 、内 容 が
違う物でも割引対象になる。

ポイント

その3

ポイント

その1

ipad、スマートフォンなどの
ポータブルデバイスに対応！
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。

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。

❹対象となるのは、定形郵便物、
通 常 はがき、往 復 はがきで、
定形外郵便物には適用され
ない。

プリントオンデマンド対応用紙見本帳

カラープリントサンプル帳を配布しております。
コニカミノルタ、富士ゼロックスなどのオンデ

❺差し出しの都度、
割引を受ける
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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。
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その安さを実感してください。
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❷×
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取扱郵便局へ印刷物の見本を
添えて提出し、承認を受ける
必要がある。
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この厚みだからヤマトメール便で、

80円で送ることができます。

全国どこへでも

当社の中厚口名刺が50枚ずつ入ります。
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