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キャラクター電報キャラクター電報

お祝い電報　キャラクター・キャラクターパック

©Disney 

ミニーマウスミッキーマウス

右手にハート型のクッシ
ョンを持ち、左手でスカ
ートを広げご挨拶してい
る姿でメッセージをお届
けします。

ハート
サイズ：高さ約32cm

【台紙コード】

 明朝横書 960
 毛筆縦書 961

右手にブーケを持ち、左
手をあげてご挨拶してい
る姿でメッセージをお届
けします。

ハロー
サイズ：高さ約32cm

【台紙コード】

 明朝横書 958
 毛筆縦書 959
 ¥2,000
（税込 ¥2,100）  ¥2,000

（税込 ¥2,100） 

©Disney 

©Disney 

蜂蜜の壺とメッセ
ージを大事に抱え
てお届けします。

ブランコ
サイズ：高さ約26.5cm

くまのプーさんミニーマウスミッキーマウス

【台紙コード】 

 明朝横書 746
 毛筆縦書 747

花かごをさげたキ
ュートなミニーマ
ウスの電報です。

花かご
サイズ：高さ約31cm

【台紙コード】

 明朝横書 738
 毛筆縦書 739

両手でプレゼント
を抱えたミッキー
マウスの電報で
す。

ギフト
サイズ：高さ約30cm

【台紙コード】

 明朝横書 736
 毛筆縦書 737
 ¥2,000
（税込 ¥2,100） 

 ¥2,000
（税込 ¥2,100） 

 ¥2,000
（税込 ¥2,100） 

 ¥2,000
（税込 ¥2,100） 

 ¥2,000
（税込 ¥2,100） ©Disney

Based on the "Winnie the Pooh"
works, by A.A.Milne and E.H.Shepard©Disney 

デイジーダックドナルドダック

バラのブーケを手に、
筒に入ったメッセージ
をお届けします。

バラのブーケを手に、
筒に入ったメッセージ
をお届けします。

サイズ：高さ約31cm

【台紙コード】

 明朝横書 928
 毛筆縦書 929

サイズ：高さ約29cm

【台紙コード】

 明朝横書 926
 毛筆縦書 927

©Disney ©Disney 



キャラクター電報キャラクター電報

お祝い電報　キャラクター・キャラクターパック

※■■■東日本エリア対象：東日本エリアで受付・配達いたします。　

※東日本エリア対象：東日本エリアで受付・配達いたします。　

¥3,800（税込 ¥3,990） キャラクターパックDENPO キャラクターどうしのいろいろな組み合わせができます。

ディズニーパック 3・4・5

ディズニーパック 5

 ¥9,000（税込 ¥9,450） 

＆
ミニーマウス（ハート）

くまのプーさん（ブランコ）

【台紙コード】 明朝横書 966  毛筆縦書 967

＆
くまのプーさん（ブランコ）

くまのプーさん（ブランコ）
【台紙コード】 明朝横書 792  毛筆縦書 793

＆
ミッキーマウス（ハロー）

ミッキーマウス（ハロー）
【台紙コード】 明朝横書 968  毛筆縦書 969

＆
ミニーマウス（ハート）

ミニーマウス（ハート）
【台紙コード】 明朝横書 970  毛筆縦書 971

＆
ミッキーマウス（ハロー）

ミニーマウス（ハート）
【台紙コード】 明朝横書 962  毛筆縦書 963

＆
ミッキーマウス（ハロー）

くまのプーさん（ブランコ）
【台紙コード】 明朝横書 964  毛筆縦書 965 

＆
ミニーマウス（花かご）

くまのプーさん（ブランコ）

【台紙コード】 明朝横書 796  毛筆縦書 797

＆
ミッキーマウス（ギフト）

ミニーマウス（花かご）
【台紙コード】 明朝横書 776  毛筆縦書 777

＆
ミッキーマウス（ギフト）

くまのプーさん（ブランコ）
【台紙コード】 明朝横書 794  毛筆縦書 795 

＆
ミニーマウス（ハート）

デイジーダック
【台紙コード】 明朝横書 974  毛筆縦書 975

＆
ドナルドダック

くまのプーさん（ブランコ）
【台紙コード】 明朝横書 940  毛筆縦書 941

＆
ドナルドダック

デイジーダック
【台紙コード】 明朝横書 930  毛筆縦書 931

＆
デイジーダック

デイジーダック
【台紙コード】 明朝横書 934  毛筆縦書 935

＆
ドナルドダック

ドナルドダック
【台紙コード】 明朝横書 932  毛筆縦書 933

＆
ミッキーマウス（ハロー）

ドナルドダック
【台紙コード】 明朝横書 972  毛筆縦書 973 

＆
ドナルドダック

ミニーマウス（ハート）
【台紙コード】 明朝横書 976  毛筆縦書 979

＆
ミッキーマウス（ハロー）

デイジーダック
【台紙コード】 明朝横書 980  毛筆縦書 981

＆
くまのプーさん（ブランコ）

デイジーダック
【台紙コード】 明朝横書 942  毛筆縦書 943 

©Disney 

※ディズニーのキャラクターを、ドラえもん、キティちゃん、ディアダニエルと組み合わせることはできません。

【台紙コード】 明朝横書 154  毛筆縦書 155

ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、
デイジーダック、くまのプーさん

写真のようにパック（3～5つ入り）でも販売しております。

©Disney 

可愛らしいボックスに入っているので、
そのままお部屋に飾っていただけます。

©Disney 

ディズニーパック 3

 ¥5,600（税込 ¥5,880） 
【台紙コード】 明朝横書 150  毛筆縦書 151

ミッキーマウス、
ミニーマウス、
くまのプーさん©Disney 

ディズニーパック 4

ミッキーマウス、
ミニーマウス、
ドナルドダック、
デイジーダック

 ¥7,300（税込 ¥7,665） 
【台紙コード】明朝横書 152  毛筆縦書 153 

©Disney 
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お祝い電報　キャラクター・キャラクターパック

¥3,800（税込 ¥3,990） キャラクターパックDENPO キャラクターどうしのいろいろな組み合わせができます。

お腹を押すと「こんにち
は、ぼくドラえもん」と
話します。

¥2,000（税込 ¥2,100） 

ボイス

ドラえもん

ディアダニエル

 ¥2,000 
（税込 ¥2,100） 

 ¥2,000
（税込 ¥2,100） 

キティちゃん

フォーマル
ブーケ

キャラクター電報キャラクター電報

＆
キティちゃん（ブーケ）

キティちゃん（ブーケ）
【台紙コード】 明朝横書 784  毛筆縦書 785   

＆
ディアダニエル（フォーマル）

ディアダニエル（フォーマル）
【台紙コード】 明朝横書 906  毛筆縦書 907

＆
ドラえもん（ボイス）

ドラえもん（ボイス）
【台紙コード】 明朝横書 914  毛筆縦書 915

＆
キティちゃん（ブーケ）

ディアダニエル（フォーマル）
【台紙コード】 明朝横書 902  毛筆縦書 903

＆
ディアダニエル（フォーマル）

ドラえもん（ボイス）
【台紙コード】 明朝横書 916  毛筆縦書 917

＆
キティちゃん（ブーケ）

ドラえもん（ボイス）
【台紙コード】 明朝横書 912  毛筆縦書 913

※■■■東日本エリア対象：東日本エリアで受付・配達いたします。　Ⓖ
※ディズニーのキャラクターを、ドラえもん、キティちゃん、ディアダニエルと組み合わせることはできません。
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バラを使用した、格調高いオルゴールボックスです。

プリザーブドフラワー

オルゴールボックス
サイズ： 14cm×22cm×11cm

カジュアル電報カジュアル電報

お祝い電報　カジュアル

【台紙コード】 

 明朝横書 842
 毛筆縦書 843

ジュエリーボックスとして
ご利用いただけます。

※本商品のアレンジには、プリザーブドフラワー（加工した生花）等を使用して
　います。

花材（プリザーブドフラワー）：バラ、アジサイ、かすみ草
資材：オルゴール、MDFボード、人工パールピック、リボン

バラやパール・リボン等を、卵形の白い額にアレンジしました。

オーバルフレーム
サイズ： 19cm×24cm×6cm

【台紙コード】 

 明朝横書 846
 毛筆縦書 847

※本商品のアレンジには、プリザーブドフラワー（加工した生花）と造花等を
　使用しています。

花材（プリザーブドフラワー）：バラ、アジサイ、かすみ草
資材：ABSボード、アクリル板、造花、葉、人工パールピック、リボン

¥10,000（税込 ¥10,500）

¥5,000（税込 ¥5,250）

オルゴールの曲は「オーバー・ザ・レインボー」

壁飾りとしてもご利用いただけます。
（縦横どちらの向きでも飾っていただけます。）

※配達地域によってはお申し受けできない場合がありますので、ご容赦願います。

※プリザーブドフラワーは自然の花を使用しているため、
　　掲載している写真と異なる場合がございます。



プリザーブドフラワー

¥3,000（税込 ¥3,150）

フラワードーム
サイズ：17cm×17cm×9.5cm

カジュアル電報カジュアル電報

お祝い電報　カジュアル

【台紙コード】 

 明朝横書 844
 毛筆縦書 845

片岡鶴太郎「めでたい電報」

2,000円（税込 2,100円）

高級な本革使用の文庫本サイズ
ブックカバーです。

便利な
しおり機能付！

壁飾りとしてもご利用いただけます。

国産の厳選された本革を
熟練した職人が丁寧に
加工しています。

サイズ：17cm×22.5cm

本革製ブックカバー

¥3,000（税込 ¥3,150）

【台紙コード】 

 明朝横書 818
 毛筆縦書 819

サイズ：11.8cm×16.6cm（折りたたみ時）

※本商品のアレンジには、プリザーブドフラワー（加工した生花）と造花等を
　使用しています。
花材（プリザーブドフラワー）：バラ、カーネーション、アジサイ、かすみ草
資材：PSシート、ABSボード、造花、葉、人工パールピック、リボン

片岡鶴太郎さんデザインの台紙です。中面
にタイとエビのコースター（各３枚）がつ
いています。

 

バラやカーネーション等のアレンジを、
透明なドーム型ケースに収めました。

【台紙コード】

 明朝横書 404
 毛筆縦書 405 

16.6cm
11.8cm

※プリザーブドフラワーは自然の花を使用しているため、
　　掲載している写真と異なる場合がございます。

（　　　　　　　　）

バラやパール・リボン等を、白い額の中にアレンジしました。

アートフレーム
サイズ： 22.5cm×22.5cm×5.7cm

【台紙コード】 

 明朝横書 840
 毛筆縦書 841

※本商品のアレンジには、プリザーブドフラワー（加工した生花）と造花等を
　使用しています。

花材（プリザーブドフラワー）：バラ、アジサイ、かすみ草
資材：MDFボード、造花、葉、人工パールピック、リボン

¥5,000（税込 ¥5,250）

スタンドや壁飾りとして
ご利用いただけます。

壁飾り用として背面に
金具が付属しています。

お
祝
い
電
報

お
祝
い
電
報



カジュアル電報カジュアル電報
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名画電報「夜のカフェテラス」

メロディDENPO

¥2,500（税込¥2,625）

お祝い電報　名画・メロディ

【台紙コード】 

 明朝横書 438
 毛筆縦書 439

高級感あふれる
木目調のフレームです。

名画セラミックの下には
絵画の説明が記載されています。

スタンドや壁飾りとして
ご利用いただけます。

サイズ：22cm×16cm

世界的に著名なゴッホの名画、「夜のカフェテラス」
を陶板（セラミック）に焼付け、高級感の漂う木目
調のフレームで演出した電報です。
贈られた方の暮らしを彩るインテリアとして、ご利
用いただけます。

「星に願いを」が流れるメロディ電報です。
メロディに合わせて星や明かりが点灯します。
スタンドや壁掛けなど、お部屋のインテリア
としてもお楽しみいただけます。

ステンドアート
サイズ：16cm×22.5cm

【台紙コード】

 明朝横書 122
 毛筆縦書 123

¥2,000（税込¥2,100）



刺しゅう電報刺しゅう電報報
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おし花電報おし花電報

お祝い電報　おし花・刺しゅう

手づくり刺しゅう・はな

¥2,500（税込 ¥2,625）

立体的な模様の台紙
中央におし花をあし
らった、上品な電報
です。

彩り

¥1,500（税込 ¥1,575）

花風雅

 ¥1,000
（税込 ¥1,050）

【台紙コード】 明朝横書 019  毛筆縦書 020

台紙の中央に色とりどりのおし花をあ
しらった、ポプリ付の電報です。
おし花部分は、取り外してコースター
などとしてもご利用いただけます。 

絹の刺しゅう布に、手で色糸を丹念
に刺しゅうした、伝統あるヨーロッ
パの気品を伝える電報です。 
 

グレース

¥500（税込 ¥525）

孔雀

¥2,000（税込 ¥2,100）

格式高くおめでたい
松竹梅のデザインで
す。

松竹梅

¥1,500（税込 ¥1,575）

コースターとして
ご利用いただけます。

※色指定の取り扱いにつきましては、
　ご希望に添えない場合がありますので、
　あらかじめご了承願います。 

サイズ： 16.5cm×22.5cm

サイズ：16.5cm×22.5cm

2ヵ所に対称的におし
花をあしらった、気品
のある電報です。 
【台紙コード】

明朝横書 024
毛筆縦書 025 

サイズ： 16.5cm×22.5cm

 

【台紙コード】

 明朝横書 320
 毛筆縦書 321

サイズ： 16.5cm×22.5cm

サイズ： 16.5cm×22.5cm

サイズ： 16.5cm×22.5cm

花材：バーベナ、レースフラワー、千鳥草など 花材：ノースポール、かすみ草、ミニバラなど

花材：ミニバラ、千鳥草、バーベナなど

　※おし花は自然の花を使用しているため、掲載している写真と異なる場合がございます。

豪華な2羽の孔雀を描い
た、刺しゅう電報です。
刺しゅう部分を外して壁
掛けやスタンドとしてご
利用いただけます。

【台紙コード】

 明朝横書 022
 毛筆縦書 023 

【台紙コード】

 明朝横書 314
 毛筆縦書 315

【台紙コード】

 明朝横書 310
 毛筆縦書 311 



ベーシック電報ベーシック電報
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うるし電報＜鶴の舞＞

¥5,000（税込 ¥5,250） 

クリスタルDENPO

フォーマル電報フォーマル電報

七宝電報＜らん＞

¥3,000（税込 ¥3,150） 

伝統工芸のうるし塗りに、羽ばた
く鶴を蒔絵で描いた高級感あるう
るし箱の電報です。
うるし箱は、手紙や筆入れとして
もご利用いただけます。

純銀の箔と蘭の花を融合させた七
宝焼きです。ペン皿等の小物入れ
としてもご利用いただけます。

カトレア

¥0（税込 ¥0）

カトレアを描いたスタンダ
ードな電報です。

サイズ：16.5cm×22.5cm

サイズ：17.9cm×23.5cm 

サイズ：16.6cm×22.5cm

サイズ：16.5cm×22.5cm 

◆オプション

花束タイプ

アレンジメント
タイプ（花器付）

ペーパーウェイトや
ルーペとして

ご利用いただけます。
バラの彫刻の下には

NTTのロゴが入っています。

ペン皿等の小物入れとしても
ご利用いただけます。

手紙や筆入れとしてご利用いただけます。

お好みの台紙

※手数料は500円（税込525円）です。
※写真はイメージです。地域・季節によって花材・花器等が異なる場合が
　ございます。
※お届けできない地域があります。必ずご確認ください。
※上記はフラワーの料金です。別途電報料金がかかります。

3,000円＋手数料500円＝3,500円（税込3,675円）  

5,000円＋手数料500円＝5,500円（税込5,775円）  

7,000円＋手数料500円＝7,500円（税込7,875円）  

10,000円＋手数料500円＝10,500円（税込11,025円）  

15,000円＋手数料500円＝15,500円（税込16,275円） 

●花束タイプ、アレンジメントタイプ（花器付）の料金 

または

3,000円～15,000円

フラワー

【台紙コード】

 明朝横書 602  毛筆縦書 603

＋

©Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works, 
by A.A.Milne and E.H.Shepard

手のひらサイズのクリスタル
レンズに、繊細なバラを彫刻
した電報です。
クリスタルレンズは、ペーパ
ーウェイト（文鎮）やルーペ
としてご利用いただけます。

【台紙コード】

 明朝横書 536
 毛筆縦書 537

¥2,000（税込 ¥2,100） 

【台紙コード】

 明朝横書 316
 毛筆縦書 317 【台紙コード】

 明朝横書 978
 毛筆縦書 977

お祝い電報　フォーマル・一般・フラワー（オプション）



おし花電報おし花電報

手づくり刺しゅう・悼花

¥2,500（税込 ¥2,625）

白菊を基調に、藍色
と紫色の花をあしら
っています。

追想

¥1,500（税込 ¥1,575）

愁華

 ¥1,000
（税込 ¥1,050）

【台紙コード】

 明朝横書 057、毛筆縦書 058

【台紙コード】

 明朝横書 368、毛筆縦書 369

ヨーロッパの伝統ある手づくり刺しゅ
うをあしらった大変丁寧な電報で、ご
霊前にお悔やみの気持ちを厳粛にお伝
えします。  
 

白い菊と紫色や黄色
い花のおし花と緑の
葉の上に和紙がかか
った電報です。

惜別

¥500（税込 ¥525）

立体感のある白菊の
刺しゅうを施してい
ます。

白菊

¥2,000（税込 ¥2,100）

京都西陣織の装飾技法
による刺しゅう電報で
す。

西陣糸菊

¥1,500（税込 ¥1,575）

報
電
み
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お悔やみ電報　おし花・刺しゅう

ご霊前用に菊の花などをあしらっています。

刺しゅう電報刺しゅう電報

サイズ： 16.5cm×22.5cm

サイズ： 16.5cm×22.5cm

サイズ： 16.7cm×22.5cm

サイズ： 16.5cm×22.5cm

サイズ： 16.5cm×22.5cm

サイズ： 16.5cm×22.5cm

　※おし花は自然の花を使用しているため、掲載している写真と異なる場合がございます。

【台紙コード】

 明朝横書 060
 毛筆縦書 061 

【台紙コード】

 明朝横書 062
 毛筆縦書 063

【台紙コード】

 明朝横書 370
 毛筆縦書 371

【台紙コード】

 明朝横書 360
 毛筆縦書 361 



一般電報一般電報

うるし電報＜菊＞

¥5,000（税込 ¥5,250）

七宝電報＜百合＞

¥3,000（税込 ¥3,150）

フォーマル電報フォーマル電報

¥0（税込 ¥0）

一般用のシンプルな電報で
す。

サイズ： 16.5cm×22.5cm

ベーシック電報ベーシック電報

悼

¥0（税込 ¥0）

弔意用のシンプルな電報で
す。

サイズ： 16.5cm×22.5cm

サイズ： 16.6cm×22.5cm

サイズ：16.5cm×22.5cm
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お悔やみ電報　フォーマル・一般・その他・フラワー（オプション）

◆オプション

お好みの台紙

アレンジメントタイプ
（花器付）

スタンドタイプ

＋
※手数料は500円（税込525円）です。
※写真はイメージです。地域・季節によって花材・花器等が異なる場合が
　ございます。
※お届けできない地域があります。必ずご確認ください。
※上記はフラワーの料金です。別途電報料金がかかります。

10,000円＋手数料500円＝10,500円（税込11,025円） 

15,000円＋手数料500円＝15,500円（税込16,275円） 

20,000円＋手数料500円＝20,500円（税込21,525円） 

30,000円＋手数料500円＝30,500円（税込32,025円） 

●アレンジメントタイプ（花器付）または
　スタンドタイプの料金 フラワー

菊の花を蒔絵で描いた、高級感あるうるしです。
【台紙コード】明朝横書 538  毛筆縦書 539

七宝焼きのプレートに白ゆりのデザインです。
【台紙コード】
 明朝横書 616
 毛筆縦書 617

または

10,000円～30,000円

【台紙コード】

 明朝横書 990
 毛筆縦書 991

【台紙コード】

 明朝横書 998
 毛筆縦書 999
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 電報料金について

 ◆電報料金のしくみ

電報料金はお選びいただいた台紙と文字数を合わせた金額です。
お届け日の3日前までにお申込みいただくと電報料金から150円 割引となります。（配達日指定） 

 ■メッセージ文字数料金表

 ■その他のサービス

字数

～25

26～30

31～35

36～40

41～45

46～50

51～55

56～60

61～65

66～70

71～75

76～80

81～85

86～90

91～95

96～100

101～

　660円（税込693円）

　750円（税込787.5円）

　840円（税込882円）

　930円（税込976.5円）

1,020円（税込1,071円）

1,110円（税込1,165.5円）

1,200円（税込1,260円）

1,290円（税込1354.5円）

1,380円（税込1,449円）

1,470円（税込1,543.5円）

1,560円（税込1,638円）

1,650円（税込1,732.5円）

1,740円（税込1,827円）

1,830円（税込1,921.5円）

1,920円（税込2,016円）

2,010円（税込2,110.5円）

　700円（税込735円）

　790円（税込829.5円）

　880円（税込924円）

　970円（税込1,018.5円）

1,060円（税込1,113円）

1,150円（税込1,207.5円）

1,240円（税込1,302円）

1,330円（税込1,396.5円）

1,420円（税込1,491円）

1,510円（税込1,585.5円）

1,600円（税込1,680円）

1,690円（税込1,774.5円）

1,780円（税込1,869円）

1,870円（税込1,963.5円）

1,960円（税込2,058円）

2,050円（税込2,152.5円）

　440円（税込462円）

　500円（税込525円）

　560円（税込588円）

　620円（税込651円）

　680円（税込714円）

　740円（税込777円）

　800円（税込840円）

　860円（税込903円）

　920円（税込966円）

　980円（税込1,029円）

1,040円（税込1,092円）

1,100円（税込1,155円）

1,160円（税込1,218円）

1,220円（税込1,281円）

1,280円（税込1,344円）

1,340円（税込1,407円）

　480円（税込504円）

　540円（税込567円）

　600円（税込630円）

　660円（税込693円）

　720円（税込756円）

　780円（税込819円）

　840円（税込882円）

　900円（税込945円）

　960円（税込1,008円）

1,020円（税込1,071円）

1,080円（税込1,134円）

1,140円（税込1,197円）

1,200円（税込1,260円）

1,260円（税込1,323円）

1,320円（税込1,386円）

1,380円（税込1,449円）

慶弔電報
インターネットでお申し込み 電話などでお申し込み インターネットでお申し込み 電話などでお申し込み

一般電報

上記金額に、5字まで増えるごとに60円（税込63円）を加算上記金額に、5字まで増えるごとに90円（税込94.5円）を加算

42文字→1,020円（税込1,071円） 

2,520円（税込2,646円） 6,020円（税込6,321円） 

松竹梅→1,500円（税込1,575円） 
3,000円＋手数料500円
＝3,500円（税込3,675円）

（例）「松竹梅」の台紙でお祝い電報を申込んだ場合（インターネットで申込み）さらに3,000円の生花を電報と一緒にお届けする場合

※掲載内容は東日本エリア（北海道、東北、関東・甲信越地区）のものです。　※電報料金には別途消費税がかかります。
※複数の商品をお買い求めのお客様におかれましては、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合があります。　※税込み総額で1円未満がある場合は、切り捨てとさせていただきます。
※商品のデザイン等は予告なしに変更することがあります。　※販売終了、又は天災等の事情によりお届けできない地域がございます。

電報料金  オプションを
追加したときの料金

台紙 オプション（フラワー）メッセージ文字数

上記金額の他ご利用いただくサービスによって、金額が追加または割引
となります。ご利用いただけるサービスは以下の通りです。

配達日の１ヶ月前からお申込みができます。

受取人名を連名にできます。（宛所が同一の場合に限ります）

配達日指定 慶弔扱の電報で、配達日の3日前までの
お申込みの場合、電報料金から
150円（税込157.5円）割引（配達日指定）

受取人名連記
1名を越える受取人名について、1名ごとに60円（税込63円）加算

1通ごとに100円（税込105円）加算
毛筆印字

毛筆風書体の電報でお届けします。（漢字電報に限ります）

1件ごとに800円（税込840円）
配達通知

配達した日時を通知いたします。（発信後2カ月以内のもの）

1件ごとに300円（税込315円）
発信証明

電報を発信したことを証明いたします。（発信後2カ月以内のもの）

発信取消
配達日の前日までは、電報の発信を取り消すことができます。

発信人名等
問合せ

受取人の請求により、発信人の居所・氏名等を通知いたします。
ただし、発信人の了解が得られた時に限ります。
（配達後2カ月以内のもの）

結婚おめでとう！花子ちゃんのお人柄の
ような元気で明るい家庭を築いてください。　
　　　　　　　　　　　　　　電報友子
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◆電報の概要

下記の方法からお選びいただけます。お申込はカンタン！ 

ｉMenu ⇒ メニューリスト ⇒
辞書／便利ツール⇒便利ツール⇒
電報ｉＤ－ＭＡＩＬ

※文字数は２５文字以内です。　※一部の「キャラクターDENPO」のみのお取り扱いとなります。

※ｉ-mode/ｉモードは株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。

ミニストップ・デイリーヤマザキからお申込み 
専用の用紙にご記入いただくだけで、店頭でお申込みいただけます。（一部店舗を除く。）

コンビニエンスストアから

インターネットから

受付時間：午前8時～午後9時30分

電報内容 電報台紙

電報は明治2年12月から緊急通信手段として利用されてきました。最近では、電話やメールの普及により、結婚・誕生日・記念日等の
慶祝電報や弔慰電報に利用形態が変遷しました。現在は「心に残る、形に残る、言葉のギフト」として広く定着しております。

「明朝横書き」と「毛筆縦書き」から選択できます。A5版専用
用紙に印刷された電報内容は、本例のようなぬいぐるみ形態
等の場合、筒の中に入れて配達されます。 

電報内容と一緒に配達され
ます。「台紙」と言いますが、
紙媒体以外のぬいぐるみ形
態等もあります。 

電報のイメージ

電報の用語解説

①表題

①表題

②宛先

②宛先

③メッセージ

③メッセージ

④差出人
④差出人

電報のタイトルとして明記されるものです。８種類からお
選びいただけます。
慶事＝お祝い、激励、お礼、お見舞い、表題なし
弔事＝お悔やみ、法要、慰霊祭 

電報配達先の住所と受け取る方のお名前です。
必ずご記入ください。

お届けするメッセージです。ご自分で作成、または約
1000種類のメッセージ例から選択することも可能です。

電報をお送りする方のお名前です。法人名、団体名、
連名も可能です。住所や電話番号などを入力いただく
と受け取られた方に、よりわかりやすくなります。

©Disney 

一般電話、携帯電話から

※ 限に）ーラルセ縄沖・IDDK（ua、モコドTTNは用利ごのらか話電帯携 ります。
※電報料金はお申し込みいただいた電話番号へご請求させていただきます。また携帯電話からのご利用は、
　月間6通以上電報をお申し込みになる場合、6通目以降はクレジットカード払いを前提に受け付けをさせていただきます。

II5（無料） 受付時間：午前8時～午後10時

24時間お申込み可能！

http：//www.ntt-east.co.jp/dmail/

http://www.ntt-east.co.jp/dmail/i/

今すぐ申し込み（事前登録なし・クレジットカードでのお支払）できます。
事前登録すれば、電話料金と一緒にお支払もできます。

ご利用いただけるカード

ミッキーの
持っている
筒の中に
電報内容が
入っています。

ＰＣから

ｉモードから

2008.03


