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角A4グラシン窓明封筒

商品名 紙色1000枚実価(税別)商品コード

濃クラフト

ホワイト

125001

125002

角A4グラシン窓明No.1
オリンパス85 スミ貼

角A4グラシン窓明No.2
プライバシー保護封筒
Wホワイト100 スミ貼

24,000円

27,000円コスト月間受注ケース量

200円50
100円100
50円200

A4サイズ

封筒サイズ：幅228mm×高さ312mm×フタ40mm　ケース入数：500枚

●別注品と比べ、短納期でお届けいたします。
●プライバシー保護封筒Wホワイトは、
　従来のプライバシー保護封筒に比べ、
　用紙の表裏がどちらも白色です。
●角A4封筒は角２封筒のサイズと比べ、
　ひとまわり小さいので、封入物が中であまり
　移動しないため、発送用に最適です。
●環境にやさしいグラシン紙を使用した窓で
　リサイクル可能です。

角A4グラシン窓明No.1
オリンパス85 スミ貼

角A4グラシン窓明No.2
プライバシー保護封筒
Wホワイト100 スミ貼

不透明度99％の実現により、内容物が透けにくく、
隠したい情報を保護

プライバシー保護封筒Wホワイト

窓をはがさず
そのままリサイクル

Ａ３、Ａ３ノビサイズ対応！

Ａ４対応

少しだけ大きなサイズ！
A4サイズより

印刷データ入稿サービス 発 注発 注

さまざまな
メリット！

※本システムは登録制です。 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!

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。
●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！
●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。

Web上で簡単にデータ入稿

知ってて
常識?!

名刺を50枚収納、メール便対応 名刺ケース

メール便対応名刺ケース

130×120×9.8mm

寸法

370150

商品コード

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。

※運賃2013年3月現在 ヤマト運輸HPから引用しております。
　詳細はヤマト運輸へお問い合わせください。

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
できます。

80円で送ることが

超薄口クリア 4号 名刺ケース

薄さ わずか

9.8㎜
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。

プリンター買換えの提案からオンデマンド機のご提案まで、名刺、はがき印刷のことは、なんでもお気軽にご相談ください。

インテックス大阪

当社取り扱い機器及び
DM関連商品の展示

コストダウンと作業効率アップ！機器キャンペーン開催中！

JP2013 情報・印刷産業展のご案内

名刺用紙のＡ3、Ａ3ノビなどのサイズにて別注品対応可能です。

●トレイより、はがき、封筒の
　印刷ができます。
●当社の角2、角3、長3、洋0（洋長3）、
　名刺A4用紙などが対応用紙として
　メーカー検証済み。

●100枚あたりの裁断速度が、45秒
●200×296㎜～210×297㎜
　（A4）サイズまで対応
●4面付けはがきの十文字が標準で
　断裁できる。

デスクトップタイプ 

●印刷機に匹敵する高解像度1200dpi

●収益性重視の低ランニングコスト 
●リボン方式ではトップクラスの
　印刷スピード

フルカラーレーザープリンター 

DocuPrint C5000d
熱転写プリンタ 
ネームライナ
 760neo/880pro

OA機器　コピー機、FAX機など

カードスリッタ（カッター） きりっ子 

ＭＣＸ-ＡＲ

オートカッター 
オンデマンドプリントを強力サポート

名
刺
出
荷
数

裁断速度が早く、作業効率UPで
経費削減になります。

上質紙・厚紙からアート・コート紙まで
多種多様な用紙・印刷に対応でき
幅広くご使用いただけます。

※リース料金　月額1万円(5年リース）で
　設定して、1ケース当りのコストを計算。

CT628Exa

富士ゼロックス、コニカミノルタ、Canonをはじめ、各社のOA機器を取り扱っています。
カウント料金などのコスト削減のお手伝いができますので、ぜひご相談ください。

フロアータイプ

A4書類を折らずにそのまま封入できる
窓明封筒を新発売！

7月末まで

オンデマンド印刷機の普及に伴い、カウント料金方式に
変わり、Ａ3正寸、Ａ3ノビサイズなどの対応が増えてきま
した。印刷機、裁断機の仕様により、Ａ3正寸Ａ3ノビ別
寸などの、さまざまな用途にお応えすべく、別注品対応を
採らせていただいております。
詳しくは、当社担当営業まで、ご連絡ください。

■日時／ ■会場／5月16日（木）10：00～17：00
5月17日（金） 9：30～17：00
5月18日（土） 9：30～16：00

■出展／

■Webアプリ実演
ほしい商品がすぐに見つかる商品コ
ーディネーターや、カレンダーＷｅｂ
カタログ、データ入稿サービスな
ど、無料で使える営業支援ツールの
実演デモをさせていただきます。

■ 月間100ケースあれば裁断費用は100円
ランニングコストが安くなります。

■ 名刺100枚が約45秒

■ 用紙サイズA3ワイドまで対応

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

■ 装置サイズ

■ 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）

A3ノビ別寸A3正寸A4正寸 通常 10面 20面 20面（ドブしろ有）

※ご使用上の注意事項

別注品別注品

❶ ○

❷  ×（最大はA3判。B4判や四連式
 振替用紙も送れる）

❸  ×（パンフレットも同封できる。
 1通につき8部まで可。ただし、
 3つ折り手紙およびインターネット
 による引き受けを除く）

❹ ○

❺ ×（オンライン送信もできる）

❻  ×（銀座、日本橋、大阪北、名古屋中
 など限られた郵便局のみ）

❼  ○

❶コンピュータ郵便とは、受取
人の住所、氏名、通信文等を
データで郵便局に渡して、
印字から封入、発送までする
サービスである。

❷封入する通信文用紙は最大
B4判までである。

❸送れるのは通信文のみで、
パンフレットなどは同封でき
ない。

❹封筒は日本郵便の専用封
筒の他に私製のものも使
える。

❺データを渡す際のメディアは、
磁気テープ、FD、MO、CD
のみ。

❻県庁所在地の中央郵便局
ならどこでも扱っている。

❼インターネットによる差出
では、カラー印刷もできる。

以下のコンピュータ郵便
に関する文章の真偽を
　　で答えてください。

WinWin
XP/Vist

MacMacMac A4 WinWin MacMacMac 単面 A4

A3

A3

A4

既製品既製品

既製品既製品

●オフセット・活版印刷にもご利用いただけます。●厚紙設定のないプリンターでは印刷でき
ません。●プリンターによって使用できる用紙サイズをご確認ください。●すべてのプリンタ
ーで印刷できることを保証しているわけではありません。●プリンターの機種・消耗品の種類
により、仕上がりが異なります。 
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角A4グラシン窓明封筒

商品名 紙色1000枚実価(税別)商品コード

濃クラフト

ホワイト

125001

125002

角A4グラシン窓明No.1
オリンパス85 スミ貼

角A4グラシン窓明No.2
プライバシー保護封筒
Wホワイト100 スミ貼

24,000円

27,000円コスト月間受注ケース量

200円50
100円100
50円200

A4サイズ

封筒サイズ：幅228mm×高さ312mm×フタ40mm　ケース入数：500枚

●別注品と比べ、短納期でお届けいたします。
●プライバシー保護封筒Wホワイトは、
　従来のプライバシー保護封筒に比べ、
　用紙の表裏がどちらも白色です。
●角A4封筒は角２封筒のサイズと比べ、
　ひとまわり小さいので、封入物が中であまり
　移動しないため、発送用に最適です。
●環境にやさしいグラシン紙を使用した窓で
　リサイクル可能です。

角A4グラシン窓明No.1
オリンパス85 スミ貼

角A4グラシン窓明No.2
プライバシー保護封筒
Wホワイト100 スミ貼

不透明度99％の実現により、内容物が透けにくく、
隠したい情報を保護

プライバシー保護封筒Wホワイト

窓をはがさず
そのままリサイクル

Ａ３、Ａ３ノビサイズ対応！

Ａ４対応

少しだけ大きなサイズ！
A4サイズより

印刷データ入稿サービス 発 注発 注

さまざまな
メリット！

※本システムは登録制です。 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!

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。
●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！
●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。

Web上で簡単にデータ入稿

知ってて
常識?!

名刺を50枚収納、メール便対応 名刺ケース

メール便対応名刺ケース

130×120×9.8mm

寸法

370150

商品コード

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。

※運賃2013年3月現在 ヤマト運輸HPから引用しております。
　詳細はヤマト運輸へお問い合わせください。

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
できます。

80円で送ることが

超薄口クリア 4号 名刺ケース

薄さ わずか

9.8㎜
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。

プリンター買換えの提案からオンデマンド機のご提案まで、名刺、はがき印刷のことは、なんでもお気軽にご相談ください。

インテックス大阪

当社取り扱い機器及び
DM関連商品の展示

コストダウンと作業効率アップ！機器キャンペーン開催中！

JP2013 情報・印刷産業展のご案内

名刺用紙のＡ3、Ａ3ノビなどのサイズにて別注品対応可能です。

●トレイより、はがき、封筒の
　印刷ができます。
●当社の角2、角3、長3、洋0（洋長3）、
　名刺A4用紙などが対応用紙として
　メーカー検証済み。

●100枚あたりの裁断速度が、45秒
●200×296㎜～210×297㎜
　（A4）サイズまで対応
●4面付けはがきの十文字が標準で
　断裁できる。

デスクトップタイプ 

●印刷機に匹敵する高解像度1200dpi

●収益性重視の低ランニングコスト 
●リボン方式ではトップクラスの
　印刷スピード

フルカラーレーザープリンター 

DocuPrint C5000d
熱転写プリンタ 
ネームライナ
 760neo/880pro

OA機器　コピー機、FAX機など

カードスリッタ（カッター） きりっ子 

ＭＣＸ-ＡＲ

オートカッター 
オンデマンドプリントを強力サポート

名
刺
出
荷
数

裁断速度が早く、作業効率UPで
経費削減になります。

上質紙・厚紙からアート・コート紙まで
多種多様な用紙・印刷に対応でき
幅広くご使用いただけます。

※リース料金　月額1万円(5年リース）で
　設定して、1ケース当りのコストを計算。

CT628Exa

富士ゼロックス、コニカミノルタ、Canonをはじめ、各社のOA機器を取り扱っています。
カウント料金などのコスト削減のお手伝いができますので、ぜひご相談ください。

フロアータイプ

A4書類を折らずにそのまま封入できる
窓明封筒を新発売！

7月末まで

オンデマンド印刷機の普及に伴い、カウント料金方式に
変わり、Ａ3正寸、Ａ3ノビサイズなどの対応が増えてきま
した。印刷機、裁断機の仕様により、Ａ3正寸Ａ3ノビ別
寸などの、さまざまな用途にお応えすべく、別注品対応を
採らせていただいております。
詳しくは、当社担当営業まで、ご連絡ください。

■日時／ ■会場／5月16日（木）10：00～17：00
5月17日（金） 9：30～17：00
5月18日（土） 9：30～16：00

■出展／

■Webアプリ実演
ほしい商品がすぐに見つかる商品コ
ーディネーターや、カレンダーＷｅｂ
カタログ、データ入稿サービスな
ど、無料で使える営業支援ツールの
実演デモをさせていただきます。

■ 月間100ケースあれば裁断費用は100円
ランニングコストが安くなります。

■ 名刺100枚が約45秒

■ 用紙サイズA3ワイドまで対応

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

■ 装置サイズ

■ 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）

A3ノビ別寸A3正寸A4正寸 通常 10面 20面 20面（ドブしろ有）

※ご使用上の注意事項

別注品別注品

❶ ○

❷  ×（最大はA3判。B4判や四連式
 振替用紙も送れる）

❸  ×（パンフレットも同封できる。
 1通につき8部まで可。ただし、
 3つ折り手紙およびインターネット
 による引き受けを除く）

❹ ○

❺ ×（オンライン送信もできる）

❻  ×（銀座、日本橋、大阪北、名古屋中
 など限られた郵便局のみ）

❼  ○

❶コンピュータ郵便とは、受取
人の住所、氏名、通信文等を
データで郵便局に渡して、
印字から封入、発送までする
サービスである。

❷封入する通信文用紙は最大
B4判までである。

❸送れるのは通信文のみで、
パンフレットなどは同封でき
ない。

❹封筒は日本郵便の専用封
筒の他に私製のものも使
える。

❺データを渡す際のメディアは、
磁気テープ、FD、MO、CD
のみ。

❻県庁所在地の中央郵便局
ならどこでも扱っている。

❼インターネットによる差出
では、カラー印刷もできる。

以下のコンピュータ郵便
に関する文章の真偽を
　　で答えてください。

WinWin
XP/Vist

MacMacMac A4 WinWin MacMacMac 単面 A4

A3

A3

A4

既製品既製品

既製品既製品

●オフセット・活版印刷にもご利用いただけます。●厚紙設定のないプリンターでは印刷でき
ません。●プリンターによって使用できる用紙サイズをご確認ください。●すべてのプリンタ
ーで印刷できることを保証しているわけではありません。●プリンターの機種・消耗品の種類
により、仕上がりが異なります。 




