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単カードタイプ

二つ折カードタイプ

〈挨拶文章〉は「インターネットたのめーる」からダウンロードできます。

D-51	 社名変更（住所・電話番号等変更なし）
D-52	 社名変更（住所・電話番号等変更あり）
E-51	 社長交代（前任者の挨拶との併記）
F-51	 事務所移転
F-52	 事務所移転（社屋の新築による移転）
G-51	 役員改選
H-51	 設立・開業・開店

■�封筒付カード（単カード）
　ケント紙：120g/㎡

■�封筒付カード（二つ折カード）
　ケント紙：120g/㎡

■洋2用単カード（角丸）

〈挨拶文章〉

〈挨拶文章〉

■�郵便はがき・私製はがき
　※�郵便はがきタイプの場合、別途はがき代が枚数分かかります。
　※宛名の印刷は承っておりません。

※�封筒にカードを入れない状態
でお届けします。

■洋2用二つ折カード（角丸）
※�封筒にカードを入れない状態
でお届けします。カードは折り
たたまずにお届けします。

■郵便・私製はがき

はがきタイプ（郵便はがき・私製はがき）

A-1 転勤（赴任） C-1 退職 F-1 事務所移転 K-1 住所変更
A-2 転勤（帰任） C-2 退職（再就職） Ⅰ-1 営業時間変更 L-1 竣工・落成の挨拶状
B-1 定年退職 D-1 社名変更 J-1 休日・休業① L-2 竣工・落成の御礼状
B-2 定年退職（再就職） E-1 社長交代 J-2 休日・休業② L-3 竣工・落成の祝賀状

1
STEP

カードタイプと挨拶文章をお選びください。

挨拶文章（自由文）やロゴマーク・指定文字および地図の印刷をご希望の場合は別途¥2,200
（税込）かかります。専用オーダーシートをFAXしていただいた後、データをメールにてお送りくだ
さい。ロゴマーク・指定文字や地図の印刷については、たのめーるカタログ本誌P.1192をご覧
ください。地図データの作成はできません。

　　　部分以外の文章を変更する
場合、文章例に直接2重線を引き、
用紙の空いている所に変更する�
文章をご記入ください。
※�細かいバランスは校正紙（レイアウト
見本）にてご確認ください。

文章例の　　　部分に入る
変更箇所をご記入ください。
※変更順にご記入ください。
※�変更が多い文例は、用紙の空いてい
る所および別紙にご記入のうえ、専
用オーダーシートと一緒にFAXしてく
ださい。
※�日本語・英語以外の外国文字を含
む内容で作成することはできません。

ご注文の際は、ダウンロードした	
挨拶文章と、3ページ目の専用	
オーダーシートと一緒にFAXで
ご注文ください。

挨拶文章の記号
A-1記入例〈挨拶文章〉のダウンロード方法

「オーダーメニュー
印鑑・名刺」を
クリック。

「名刺・封筒・伝票など」のタブ
にある「挨拶状印刷」をクリック。

それぞれのカードタ
イプに合った挨拶
文章をご用意して
います。
利用される挨拶文
章をダウンロードし
てください。

挨拶状印刷
午前中の校了で、2営業日後にお届け！
（一部の地域を除く）（土日祝日を除く）

はがきタイプをお選びいただいた場合、　　　　へお進みください。

さまざまな定型文から選んでラクに作成。

3STEP

有料オプション

令和

件名に「サービス名＋お客様コード＋会社名」を入れて下記
アドレスまでお送りください。

校了 月（午前） 火（午前） 水（午前） 木（午前） 金（午前） 土日
お届け 水曜 木曜 金曜 翌週

月曜
翌週
火曜

翌週
水曜

お届け日
（曜日）
目安

データ受け付けメールアドレス

tasu-gr@otsuka-shokai.co.jp
←このマークの商品は
メーカー直送品です。

メーカーまたはメーカーより委託された業者がお届けします。お届けまでに日数をいただく場合がございます。
その他の商品とは別便でのお届けとなります。お届け日は月～金曜日（祝日および年末年始休業期間を除く）
となり、お届け日の指定は承っておりません。また「メーカー直送品」の返品はお受けしておりません。

要修正　・　色見本有　・　校了 印三校
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�角ゴシック体

書体見本

�楷書体

�丸ゴシック体

�明朝体※

書体を複数選択することはできません。
挨拶文章と封筒に印刷する場合、同じ書体
になります。
※ご指定がない場合は、明朝体で印刷いたします。

挨拶文章および封筒の印刷は全て黒1色印刷となります。カラー印刷、薄墨の対応はできません。
301枚以上の印刷をご希望の場合、別途お見積りとなります。

■挨拶状セット印刷�提供価格表

有料オプション　※はがきタイプではご利用いただけません。

封筒の表面に料金別納郵便・料金後納郵便マークを
印刷することができます。
提供価格1,100円（税込）（300枚まで）

枚数
単カード印刷のみ
＋封筒（印刷なし）

単カード印刷
＋封筒裏面、差出人印刷

郵便はがき
はがき裏面印刷（郵便はがき代別途）

私製はがき
はがき裏面印刷＋私製はがき代込

二つ折カード印刷のみ
＋封筒（印刷なし）

二つ折カード印刷
＋封筒裏面、差出人印刷

提供価格（税込/税抜） 提供価格（税込/税抜） 提供価格（税込/税抜） 提供価格（税込/税抜） 提供価格（税込/税抜） 提供価格（税込/税抜）

1〜20枚 ¥4,950 /   ¥4,500 ¥6,050 /   ¥5,500 ¥2,200 / ¥2,000 ¥2,420 / ¥2,200 ¥7,040 /   ¥6,400 ¥8,140 /   ¥7,400

21〜30枚 ¥6,160 /   ¥5,600 ¥7,260 /   ¥6,600 ¥2,464 / ¥2,240 ¥2,794 / ¥2,540 ¥8,140 /   ¥7,400 ¥9,240 /   ¥8,400

31〜40枚 ¥6,710 /   ¥6,100 ¥7,810 /   ¥7,100 ¥2,728 / ¥2,480 ¥3,168 / ¥2,880 ¥9,130 /   ¥8,300 ¥10,230 /   ¥9,300

41〜50枚 ¥7,370 /   ¥6,700 ¥8,470 /   ¥7,700 ¥2,992 / ¥2,720 ¥3,542 / ¥3,220 ¥10,340 /   ¥9,400 ¥11,440 / ¥10,400

51〜70枚 ¥8,580 /   ¥7,800 ¥9,680 /   ¥8,800 ¥3,520 / ¥3,200 ¥4,290 / ¥3,900 ¥11,550 / ¥10,500 ¥12,650 / ¥11,500

71〜100枚 ¥10,340 /   ¥9,400 ¥11,440 / ¥10,400 ¥4,312 / ¥3,920 ¥5,412 / ¥4,920 ¥13,970 / ¥12,700 ¥15,070 / ¥13,700

101〜150枚 ¥12,870 / ¥11,700 ¥14,520 / ¥13,200 ¥4,862 / ¥4,420 ¥6,512 / ¥5,920 ¥17,710 / ¥16,100 ¥19,360 / ¥17,600

151〜200枚 ¥15,290 / ¥13,900 ¥17,490 / ¥15,900 ¥5,412 / ¥4,920 ¥7,612 / ¥6,920 ¥20,350 / ¥18,500 ¥22,000 / ¥20,000

201〜300枚 ¥19,580 / ¥17,800 ¥21,780 / ¥19,800 ¥6,512 / ¥5,920 ¥9,812 / ¥8,920 ¥25,300 / ¥23,000 ¥27,500 / ¥25,000

4
STEP

枚数をお選びください。

3
STEP

書体をお選びください。

郵便番号枠
なし
（表）

郵便番号枠
あり
（表）

郵便番号枠のあり・なしを選択できます。
※ご指示がない場合は郵便番号枠なしとなります。

■差出人印刷ありの場合�※名入れ文字は3行まで。
〈3行の場合〉〈なしの場合〉 〈2行の場合〉〈ありの場合〉

差出人印刷ありをお選びいただいた場合のみ印刷内容をご記入ください。
差出人印刷はタテで印刷します。ヨコの印刷はできません。
※�あり・なしのご指定がない場合は、印刷なしの無地封筒をお届けいたします。

※宛名の印刷は承っておりません。
※日本語・英語以外の外国文字を含む内容で作成することはできません。

2
STEP

郵便番号枠と裏面の差出人印刷あり・なしをお選びください。（単カードタイプ・二つ折カードタイプのみ）

※校正紙の確認にかかった日数は、お届け日に加算されます。　※土日祝日を除いた営業日換算となります。
※北海道・九州・四国・中国地方（その他一部エリア）はお届け日が１～2営業日プラスとなります。
※大量にご注文いただいた場合や年末年始休暇、または天候・交通事情等の運送上の理由によりお届け日が異なる場合があります。

FAX
送信

挨拶文章と
専用オーダー
シートをFAX

FAX
校正

体裁確認のため校正紙を
FAXで送付いたします。
※�ご注文が前提の校正になります。

校了
（午前中）

2営業日
後

お届けOK!OK!

洋2封筒（裏面）

要修正　・　色見本有　・　校了 印三校

たのめーる49

v49_web_02挨拶状印刷価.indd   2v49_web_02挨拶状印刷価.indd   2 2023/02/03   15:002023/02/03   15:00



84
午前中の校了で、2営業日後にお届けします（一部の地域を除く）
（土日祝日を除く）。
●黒のボールペンでご記入ください。

挨拶状印刷専用オーダーシート

FAX     0120-881-047
※当社記入欄社員コード

FAX
送信方向

FAX
送信方向

数字・アルファベット
カタカナ・ハイフン
（25文字以内）

お客様用発注管理番号
記入欄

不要な場合は
未記入で結構です）（

ご注文はこちら たのめーるインフォメーション

通し番号

個人情報の取り扱いについて 個人情報の取り扱い・利用目的につきましては、たのめーるカタログ本誌P.1279・P.1280に記載されています。�内容をご確認いただき、ご同意の上、FAXにてお送りください。

3/3

ご　注　文　日 20　　　　年　　　　月　　　　日

�〒

ご注文
担当者名

名

　称
貴　社　名（必須）

�フリガナ �フリガナ

�TEL.

お客様コード（必須） FAX番号（必須）
※ハイフンなしでご記入ください

ご登録電話番号
※ハイフンなしでご記入ください

ご　　住　　所

ご希望のカードタイプを選んで挨拶文章の記号をご記入ください。（例）

※�ご注文の際は、ダウンロードした挨拶文章と、この
専用オーダーシートと一緒にFAXしてください。　
※�郵便はがきタイプの場合、別途はがき代が枚数分
かかります。

件名に「サービス名＋お客様コード＋会社名」を入れて下記アドレスまでお送りください。

単カード
タイプ
二つ折カード
タイプ

STEP 1

郵便番号枠と裏面の差出人印刷あり・なしをお選びください。※ご指定がない場合には、郵便番号枠なし・裏面差出人印刷なしでお届けいたします。※宛名の印刷は承っておりません。STEP 2

有料オプション 提供価格1,100円（税込）（300枚まで）

□

□ □
□ □

郵便番号枠なし

□

郵便番号枠あり

□あり　　　□なし

別途2,200円（税込）□挨拶文章（自由文）希望

裏面差出人印刷

裏面差出人印刷ありをお選びいただいた場合のみご記入ください。（最大3行まで）

1行目

2行目

3行目

※�タテ印刷となります。ヨコ印刷はできません。

封筒の表面に料金別納郵便・料金後納郵便マークを
印刷できます。ご指定がない場合は印刷いたしません。
※はがきタイプはご利用になれません。

□ □

□角ゴシック体　　□丸ゴシック体　　□明朝体　　□楷書体
書体をお選びください。�※ご指定がない場合には、明朝体で印刷いたします。STEP 3

書体の複数選択はできません。挨拶文章と封筒に印刷する場合、同じ書体になります。

枚数をお選びください。
（必須）

STEP 4

枚

はがきタイプ
（郵便はがき）

はがきタイプ
（私製はがき）

こちらをお選び
いただいた場合、

　　　　へお進みください。

こちらをお選び
いただいた場合、

　　　　へお進みください。 STEP 3STEP 2

Aー1

お届け先が登録住所と異なる
場合のみご記入ください。

VOL.49
法人様向け

校了 月（午前） 火（午前） 水（午前） 木（午前） 金（午前） 土日
お届け 水曜 木曜 金曜 翌週

月曜
翌週
火曜

翌週
水曜

お届け日
（曜日）
目安

データ受け付けメールアドレス tasu-gr@otsuka-shokai.co.jp
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