
クイズ

❶ ○
❷  ×（電磁的記録媒体も発送可能）
❸  ×（荷送人は法人に限定）

❹ ×（重量は3kg以内）

❺ ○
❻  ×（郵便局への差出後５日程度以内で
 ポストインにて届けられる。）

❶「飛脚ゆうメール」とは、利用客
から預かった荷物を、佐川急便
が差出人となって郵便局に
差出し、郵便局員がゆうメール
として配達するサービスである。

❷雑誌やカタログ等の印刷物は
発送できるが、CD・DVD等の
電磁的記録媒体は発送でき
ない。

❸ゆうメールとして配達される
ため、荷送人は法人・個人どちら
でもよい。

❹取扱いサイズは、縦34cm・横
25cm・高さ3.5cm・重量
1kg以内である。

❺利用料金は全国一律で、重さ
200g以内が110円、500g
以内が160円、1kg以内が
285円である。

❻ゆうメールとして配達されるが、
佐川急便が取り扱うサービスで
あるから、全国一律に翌日配達
される。

以 下 の 佐 川 急 便 の
「飛脚ゆうメール」に
関する文章の真偽を
　　で答えてください。

知ってて
常識?!印刷データ入稿サービス

チラシダウンロード（WEBサービス）

全28種類で、営業活動の即戦力になります。

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。

その2
ポイント

その3
ポイント

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

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。

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。

エンボスカラー封筒ホワイト 好評発売中

オーダーメイド感覚でオリジナル封筒を。

■ ご発注いただける枚数。
完全オーダー製のため、最低ロット設定がございます。

その他のサイズは、お気軽にお問い合せください。

高級感漂うエンボス柄、風合いのある
淡いクリーム色の上品な封筒。

■ 洋2・洋長3・角2サイズを取り揃え、お値打ち価格でとても好評です。

オーダーメイド　エンボスカラー封筒　高級用紙見本

厚さ 2種類3
●100kg（4/6判Y目） ●130kg（4/6判Y目）

色 37色2

ホテル、ブライダル、美容系、上級車ディーラーのほか、
大切なお客様向けに、特別な思いをこめて、ＤＭ、案内状、
招待状などにご使用いただける上質な封筒です。

洋2カマス エンボスカラー

この封筒に
使用されている
エンボス
パターン

既製品既製品

別注品別注品

発 注発 注

●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!

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。

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

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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商品コード 100枚価格

洋２カマス エンボスカラー 0302100　ホワイト

洋長３カマス エンボスカラー 0302100　ホワイト

191441

191431

1,320円

1,620円

ケース入数

100枚

100枚

貼り方

内カマス

内カマス

口糊

アラビア

アラビア

品 名

商品コード 1000枚価格

角２スミ貼 エンボスカラー 0302100　ホワイト191401 35,000円

ケース入数

500枚

貼り方

スミ貼り

口糊

なし

品 名

エンボス（浮き出し） 15種類1

無駄なく簡単にデータ入稿できます。

質感にこだわったオリジナリティーあふれる封筒が、
お客様への思いを効果的に伝えるお手伝いを
いたします。エンボスパターンは15種類。カラー
バリエーションは37色。更に2種類の紙の厚さを
組み合わせて多種多様なエンボスペーパーが
作り出せます。質感や色にこだわったオリジナル
封筒をご提供いたします。

※洋封筒は内カマス貼となります。 

※和封筒はセンター貼、スミ貼となります。

サイズ 枚数

5,000枚以上

4,000枚以上

洋形２号（162×114㎜）

洋長3〈洋形０号〉（235×120㎜）

サイズ

5,000枚以上

2,000枚以上

長形３号（120×235㎜）

角形２号（240×332㎜）

枚数

オーダーメイド封筒
パターンは
全1,110種類



クイズ

❶ ○
❷  ×（電磁的記録媒体も発送可能）
❸  ×（荷送人は法人に限定）

❹ ×（重量は3kg以内）

❺ ○
❻  ×（郵便局への差出後５日程度以内で
 ポストインにて届けられる。）

❶「飛脚ゆうメール」とは、利用客
から預かった荷物を、佐川急便
が差出人となって郵便局に
差出し、郵便局員がゆうメール
として配達するサービスである。

❷雑誌やカタログ等の印刷物は
発送できるが、CD・DVD等の
電磁的記録媒体は発送でき
ない。

❸ゆうメールとして配達される
ため、荷送人は法人・個人どちら
でもよい。

❹取扱いサイズは、縦34cm・横
25cm・高さ3.5cm・重量
1kg以内である。

❺利用料金は全国一律で、重さ
200g以内が110円、500g
以内が160円、1kg以内が
285円である。

❻ゆうメールとして配達されるが、
佐川急便が取り扱うサービスで
あるから、全国一律に翌日配達
される。

以 下 の 佐 川 急 便 の
「飛脚ゆうメール」に
関する文章の真偽を
　　で答えてください。

知ってて
常識?!印刷データ入稿サービス

チラシダウンロード（WEBサービス）

全28種類で、営業活動の即戦力になります。

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。

その2
ポイント

その3
ポイント

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

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。

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。

エンボスカラー封筒ホワイト 好評発売中

オーダーメイド感覚でオリジナル封筒を。

■ ご発注いただける枚数。
完全オーダー製のため、最低ロット設定がございます。

その他のサイズは、お気軽にお問い合せください。

高級感漂うエンボス柄、風合いのある
淡いクリーム色の上品な封筒。

■ 洋2・洋長3・角2サイズを取り揃え、お値打ち価格でとても好評です。

オーダーメイド　エンボスカラー封筒　高級用紙見本

厚さ 2種類3
●100kg（4/6判Y目） ●130kg（4/6判Y目）

色 37色2

ホテル、ブライダル、美容系、上級車ディーラーのほか、
大切なお客様向けに、特別な思いをこめて、ＤＭ、案内状、
招待状などにご使用いただける上質な封筒です。

洋2カマス エンボスカラー

この封筒に
使用されている
エンボス
パターン

既製品既製品

別注品別注品

発 注発 注

●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!

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。

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

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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商品コード 100枚価格

洋２カマス エンボスカラー 0302100　ホワイト

洋長３カマス エンボスカラー 0302100　ホワイト

191441

191431

1,320円

1,620円

ケース入数

100枚

100枚

貼り方

内カマス

内カマス

口糊

アラビア

アラビア

品 名

商品コード 1000枚価格

角２スミ貼 エンボスカラー 0302100　ホワイト191401 35,000円

ケース入数

500枚

貼り方

スミ貼り

口糊

なし

品 名

エンボス（浮き出し） 15種類1

無駄なく簡単にデータ入稿できます。

質感にこだわったオリジナリティーあふれる封筒が、
お客様への思いを効果的に伝えるお手伝いを
いたします。エンボスパターンは15種類。カラー
バリエーションは37色。更に2種類の紙の厚さを
組み合わせて多種多様なエンボスペーパーが
作り出せます。質感や色にこだわったオリジナル
封筒をご提供いたします。

※洋封筒は内カマス貼となります。 

※和封筒はセンター貼、スミ貼となります。

サイズ 枚数

5,000枚以上

4,000枚以上

洋形２号（162×114㎜）

洋長3〈洋形０号〉（235×120㎜）

サイズ

5,000枚以上

2,000枚以上

長形３号（120×235㎜）

角形２号（240×332㎜）

枚数

オーダーメイド封筒
パターンは
全1,110種類




