
郵便
クイズ

❶ ○
❷  ×（形状・重量が同一でなければならない）
❸  ×（同一差出人でなければならない）

❹ ×（定形外の手紙も扱われる）

❺ ×（宛名は不要）

❻  ×（オプションサービスは利用不可）

❼ ○

❶配達地域指定郵便物は指定
した地域の全戸に郵便物を
お届けするサービスである。

❷郵便物は長さ34cm以内、
幅25cm以内、重量100ｇ
以内ならば、形状・重量は
バラバラでも構わない。

❸配達する郵便物が同一ならば、
差出人は複数でも構わない。

❹取り扱う郵便物の種類は、
定形の手紙に限られる。

❺地域内全戸配布ではあるが、
住所・氏名がわかる場合は
宛名を記入しなければなら
ない。

❻オプションサービスとして、
速達や書留等も利用できる。

❼料金は、25gまで27円、
50gまで40円、100gまで
53円である。

以下の配達地域指定
郵便物に関する文章
の真偽を　　で答え
てください。

知ってて
常識?!

オンデマンドプリントを協力サポートします。

A3対応 オートカッターCT628Exa
名刺・はがき用カッターの待望の新製品が発売されました。
A4～A3ノビまでのサイズが裁断できます。
カウント料金方式のオンデマンド印刷機をお持ちのお客様、
面付け印刷後の裁断などは、お任せください。
また、省スペースにお勧めのデスクトップタイプと、大容量
ダストボックス付きのフロアータイプの2機種が発売されます。

A4～A3ワイドサイズまで対応
100枚あたりの裁断速度が、40秒

給紙容量100枚（0.24㎜）

■ 装置サイズ
 デスクトップタイプ：
 1032（W）×615（D）×300（H）㎜/約42kg
 フロアータイプ：
 1032（W）×615（D）×917（H）㎜/約60kg

■ 価格
 デスクトップタイプ 650,000 円（税別）
 フロアータイプ 700,000 円（税別）

 新発売

フロアータイプ

デスクトップタイプ 

印刷データ入稿サービス

チラシダウンロードサービス

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。

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。

無駄なく簡単にデータ入稿できます。

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。

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

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。

超薄口クリア 4号 名刺ケース

薄さたったの

9.8㎜

オンデマンドプリンターをお持ちのお客様へご提案です！！

白封筒
A4判 名刺用紙

カラープリントサンプル帳を
ご存知ですか？

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。

デスクトップタイプ 
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