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電電電電 報報報報 ササササ ーーーー ビビビビ スススス のののの 概概概概 要要要要

電報の事業は、電気通信事業法に基づき、総務大臣の認可を受けた「電報サービス契約約款」により

サービスを提供しています。

電報サービスの提供にあたっては「通信の秘密の保護」「利用の公平性」「災害時などにおける重要

通信の確保」「日本国内全てのエリアへのサービスの提供」などが義務付けられています。

電報の利用通数は毎年減少傾向にあり、平成１８年度の電報利用通数は約１，８６１万通で、対前年

▲１６５万通（約▲８％）となっています。

電報のご利用用途については、お祝いやお悔やみ用でのご利用、一般連絡や緊急連絡用としてのご利

用があり、平成１８年度におけるご利用用途の内訳は、お祝いやお悔やみ用でのご利用が約１,７４０万

通（約９３％）、連絡用としてのご利用が約１２１万通（約７％）となっております。

１１１１．．．．電報電報電報電報のののの事業事業事業事業についてについてについてについて

２２２２．．．．電報電報電報電報のごのごのごのご利用利用利用利用のののの状況状況状況状況

３３３３．．．．１１５１１５１１５１１５番番番番のごのごのごのご利用利用利用利用のののの状況状況状況状況

電報のお申込み方法は「電話によるお申込み」「ＦＡＸによるお申込み」「インターネットによる

お申込み」などがあります。

平成１８年度、電話によるお申込みの中で１１５番を利用しての電報お申込み通数は約１，１９７万

通で、電報ご利用通数全体の約６４％となっております。
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※無線電報・緊急定文電報については、受付時間・配達時間・料金等が一部異なります。

※電報台紙の種類は、ＮＴＴ東西各社ごとで一部異なります。

※インターネット等からお申込みいただいた場合の電報料は、電話・ＦＡＸ等からお申込みいただいた場合より４０円（税込４２円）お安くなります。

⑤⑤⑤⑤ おおおお届届届届けけけけ日日日日のののの１１１１ヶヶヶヶ月前月前月前月前からおからおからおからお申込申込申込申込みがみがみがみが可能可能可能可能ですですですです。。。。

なおなおなおなお、、、、慶弔扱慶弔扱慶弔扱慶弔扱のののの電報電報電報電報はははは、、、、おおおお届届届届けけけけ日日日日のののの３３３３日前日前日前日前までにおまでにおまでにおまでにお申込申込申込申込みみみみ頂頂頂頂くとくとくとくと電報料電報料電報料電報料からからからから１５０１５０１５０１５０円円円円((((税込税込税込税込１５７１５７１５７１５７．．．．５５５５円円円円))))のののの割引割引割引割引となりますとなりますとなりますとなります。。。。

④④④④ 電報料金電報料金電報料金電報料金はははは、「、「、「、「電報料電報料電報料電報料（（（（文字数文字数文字数文字数にににに応応応応じたじたじたじた料金料金料金料金）＋）＋）＋）＋台紙料金等台紙料金等台紙料金等台紙料金等」」」」になりますになりますになりますになります。。。。

＜電報料例＞
（漢字電報/慶弔扱の電報料）
ⅰ．基本額（25文字まで） ７００円(税込７３５円)
ⅱ．累加額（追加5文字ごと） ９０円(税込み９４．５円)

（かな電報/一般の電報料）
ⅰ．基本額（25文字まで） ３４０円（税込３５７円）
ⅱ．累加額(追加5字まで) ４０円(税込４２円)

⑥⑥⑥⑥ 緊急性緊急性緊急性緊急性・・・・公共性公共性公共性公共性のののの高高高高いいいいサービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供しておりますしておりますしておりますしております。。。。

緊急連絡等に用いられる緊急定文電報、船舶との連絡に用いられる無線電報については、年中無休、終日受付体制にて

サービスを提供しております。

①①①① 日本全国日本全国日本全国日本全国からおからおからおからお申込申込申込申込みができみができみができみができ、、、、日本全国日本全国日本全国日本全国（（（（島島島島しょしょしょしょ部等部等部等部等をををを含含含含むむむむ））））へおへおへおへお届届届届けいたしますけいたしますけいたしますけいたします。。。。
＜お申込み時間 例＞

ⅰ．電話によるお申込み ：８：００～２２：００

ⅱ．ＦＡＸによるお申込み ：８：００～１９：００

ⅲ．インターネットによるお申込み ：終日（メンテナンス時間は除く）

③③③③ 全全全全てのてのてのての電報台紙電報台紙電報台紙電報台紙ががががＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ東西東西東西東西ののののオリジナルオリジナルオリジナルオリジナルですですですです。。。。

ＮＴＴ東西共通の台紙として、慶祝用で３０種類程度、弔慰用で１０種類程度の

電報台紙をご用意しております。

②②②② １９１９１９１９時時時時までにおまでにおまでにおまでにお申込申込申込申込みいただくとみいただくとみいただくとみいただくと、、、、日本全国日本全国日本全国日本全国、、、、当日中当日中当日中当日中((((概概概概ねねねね３３３３時間程度時間程度時間程度時間程度））））のおのおのおのお届届届届けけけけ

がががが可能可能可能可能ですですですです。。。。

キャラクター（ぬいぐるみ）ＤＥＮＰＯやプリザーブドフラワーＤＥＮＰＯなど

全ての台紙が当日お届けの対象です。

（電報台紙イメージ）

©Disney 

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

４４４４．．．．電報電報電報電報サービスサービスサービスサービスのののの特徴特徴特徴特徴

H20.3末現在
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【お申込み内容投入】
１．請求先電話番号

２．お申込者様の氏名

３．電報の内容（お祝い 等）

４．お届けする日（指定配達日）

５．お届け先の住所及び受取人様名

６．メッセージ（通信文）

７．お届け台紙（ﾐｯｷｰﾏｳｽ等） 等

電報受付業務電報受付業務電報受付業務電報受付業務
（（（（115・・・・FAX））））

電電電電 報報報報 受受受受 付付付付 かかかか らららら 配配配配 達達達達 まままま でででで のののの 概概概概 略略略略 図図図図

１.電話によるお申込み

電報電報電報電報配達配達配達配達業務業務業務業務 受取人受取人受取人受取人様様様様

●●配達所

固定電話・携帯電話

・ＮＴＴ東西の固定電話の他、
他事業者様（１１５番相互接続
事業者様）からもお申込みが
可能です。

２.FAXによるお申込み

３.ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによるお申込み

おおおお客様客様客様客様からのおからのおからのおからのお申込申込申込申込みみみみ

ＰＣ

お申込み
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

電報電報電報電報ののののおおおお届届届届けけけけ

全国約１,５００の配達所から配達

【内訳】

・NTT東日本エリア ６３２配達所

・NTT西日本エリア ９０５配達所

お申込み
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ

【受付時間】

電話：8:00～22:00
FAX：8:00～19:00

※22:00～翌日8：00の間は緊急定文

電報、無線電報に限りフリーダイヤル

で受付しております。

電報のお申込みサイト（D-MAIL）上

でお客様が電報を作成

【【【【受付時間受付時間受付時間受付時間】】】】
終日（ｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽ時等を除く）

【お問い合わせ業務】

お申込みいただいた電報のお問い合わせ、
配達できなかった電報の発信人様への連絡
等の業務を行っています。

【配達時間】

8:00～19:00にお申込みいただた電報

⇒当日配達可能

19:00～翌日8:00の間にお申込みいた

だいた電報

⇒翌朝8時以降に配達可能

電報電報電報電報ののののおおおお申込申込申込申込みみみみ

配達所の
プリンタへ
電報を出力

お申込み
115番

※Ｈ20.3末現在

配達所の
プリンタへ
電報を出力

【主なお申込み方法】

・・・・当日配達当日配達当日配達当日配達はははは、、、、日本全国概日本全国概日本全国概日本全国概ねねねね

３３３３時間程度時間程度時間程度時間程度でででで配達配達配達配達をしてをしてをしてをしておおおお

りますりますりますります。。。。

・・・・配達日指定配達日指定配達日指定配達日指定のののの電報電報電報電報はははは午前午前午前午前・・・・

午後午後午後午後のののの指定指定指定指定がががが可能可能可能可能ですですですです。。。。

日本全国日本全国日本全国日本全国へへへへ
おおおお届届届届けがけがけがけが可能可能可能可能

電報配達

日本全国日本全国日本全国日本全国からからからから
おおおお申込申込申込申込みがみがみがみが可能可能可能可能

※配達時間の指定はできません

※受付業務は、全て委託をしております。
委託先：NTT東日本→ﾃﾙｳｪﾙ東日本㈱

NTT西日本→ﾃﾙｳｪﾙ西日本㈱等
※事前に登録が必要となります。
※所定の電報お申込用紙に記入
のうえ、送信していただきます。

※配達業務は、全て委託をしております。
委託先：NTT東日本→ﾃﾙｳｪﾙ東日本㈱

NTT西日本→ﾃﾙｳｪﾙ西日本㈱等
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電報サービスの概要について
＜参考資料＞



参考参考参考参考：：：：電報電報電報電報のおのおのおのお申込申込申込申込みみみみ方法方法方法方法・・・・電報料金電報料金電報料金電報料金のおのおのおのお支払支払支払支払いいいい方法等方法等方法等方法等

※お申込みの方法により、お申込みできる台紙、電報の種類等が一部異なります。

※ お申込みの方法により、お申込みできる台紙、電報の種類等が一部異なります。

※ クレジットカードでお支払いの場合は、各クレジットカード会社様からの請求書等によるお支払い、他事業者様の電話から発信した場合のお支払い

については、他事業者様からの請求書等によるお支払いとなります。

H20.3末現在

その場での
お支払い電話料金

料金のお支払い方法

終日

終日

電報サービス取
扱所ごとに異な
る

終日
※ｼｽﾃﾑﾒﾝﾃﾅﾝｽの時間
を除く

8：00～19：00

8：00～22：00

22：00

～翌日8：00

8：00～22：00

受付時間

○

○

×

○

○

×

○

○

請求書によるお支払い

×

×

×

○

×

○

○

×

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ

フリーダイヤル（0120-759-560）
※ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞによる電報料金お支払いの際の受付

‐

‐

‐

○

‐

‐

‐

‐

船舶が所属している無線局へのお申
込み

モールス

（船舶からの発信）
※事前の登録が必要となります。

６９♯インマルサット

（船舶からの発信）
※事前の登録が必要となります。

電報サービス取扱所の窓口でのお申
込み

電報サービス取扱所

（NTT営業窓口・

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ等）

ＵＲＬ（ホームページ）インターネット
※i-modeを含む

※電話料金の請求書でお支払いす
る場合は事前の登録が必要です

フリーダイヤル（0120-433-115）ＦＡＸ
※事前の登録が必要となります。

フリーダイヤル（0120-000-115）
※緊急定文電報および無線電報の受付

１１５番電話

（固定電話・携帯電話等）
※他事業者様(115番相互接続事業

者様）を含む

受付番号等主なお申込の方法



参考参考参考参考：：：：電報電報電報電報のののの受付時間受付時間受付時間受付時間・・・・配達時間配達時間配達時間配達時間

※ 配達日を指定された電報については、指定された配達日に配達を行います。
※ 夜間配達の取扱いについては、電報料金の他に１通ごと２，０００円（税込２，１００円）がかかります。
※ 船舶から発信する陸地あての無線電報で定文を使用する電報については夜間配達の取扱いが可能です。

H20.3末現在

受付時間

無線電報

陸地または船舶から発信
する船舶あての電報

通常電報

緊急定文電報

終日

配達時間種類

船舶から発信

する陸地あて

の電報

午前８時～午後７時に受付 即日配達

翌日午前８時以降に配達午後７時～翌日午前８時に受付

午前８時～午後７時に受付

午後７時～翌日午前８時に受付

午前８時

～午後１０時
即日配達

午後７時～翌日午前８時に受付 翌日午前８時以降に配達

即日配達

終日

午前８時～午後７時に受付

午後７時～午後１０時に受付

終日

即日配達

翌日午前６時から午前８時までの間に配達

翌日午前８時以降に配達

夜

間

配

達 午後１０時～翌日午前８時に受付

※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる
受付は終日可能

※午前６時から午前８時の間に受付した電報は

午前８時までに配達されない場合があります。



通常電報と同様

－

船舶から発信する陸地あての電報

＜定文を利用した電報＞

６４０円

＜それ以外の電報＞

・基本額(25文字まで) ６４０円

・累加額(追加5文字ごと) ８０円

０円

～５，０００円

（税込５，２５０円）

０円

陸地から発信する船舶あての電報

－

０円

０円～

１０，０００円

（税込１０，５００円）

台紙料金電報料

＜定文を利用した電報＞

６００円

＜それ以外の電報＞

・基本額(25文字まで) ６００円

・累加額(追加5文字ごと) ８０円

船舶から発信する船舶あての電報

無線電報

３４０円（税込３５７円）
緊急時に利用される電報

（２４時間受付け）
緊急定文電報

＜かな電報＞

・基本額（25文字まで） ３４０円（税込３５７円）
・累加額（追加5文字ごと） ４０円（税込４２円）

＜漢字電報＞

・基本額（25文字まで） ４８０円（税込５０４円）

・累加額（追加5文字ごと） ６０円（税込６３円）

一般の連絡用等に利用される電報一般電報

お悔やみにご利用される電報
お悔やみ電報

（弔慰）

＜かな電報＞

・基本額（25文字まで） ４９０円（税込５１４．５円）

・累加額（追加5文字ごと） ６０円（税込６３円）

＜漢字電報＞

・基本額（25文字まで） ７００円（税込７３５円）

・累加額（追加5文字ごと） ９０円（税込９４．５円）

結婚や卒業・合格・入学、出産等お祝
いのシーンに利用される電報

お祝い電報

（慶祝）

通常電報

料金（電報料＋台紙料金）
概要電報の種類

参考参考参考参考：：：：電報電報電報電報のののの種類種類種類種類とととと料金料金料金料金

※ 毛筆体による印字、受取人を連名とするお取扱い等をご利用された場合は、電報料、台紙料金の他に別途特別取扱料金がかかります。
※ インターネット等からお申込みいただいた場合は、記載されている電報料より４０円（税込４２円）お安くなります。
※ お祝い電報、お悔やみ電報で、配達日の３日以前にお申込みいただいた場合は、記載されている電報料より１５０円（税込１５７．５円）お安くなります。
※ 無線電報で慶弔用でご利用の場合の電報料は記載されている電報料の１．５倍となります。
※ 無線電報には消費税はかかりません。
※ 無線電報には欧文を利用した欧文無線電報もあります。

H20.3末現在



参考参考参考参考：：：：１１５１１５１１５１１５番番番番とのとのとのとの相互接続事業者相互接続事業者相互接続事業者相互接続事業者

【西日本電信電話株式会社】

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

○ 株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州
○ 沖縄セルラー電話株式会社

○ ＫＤＤＩ株式会社

○ 株式会社ジェイコムウエスト
○ 株式会社ケーブルネット神戸芦屋
○ 福岡ケーブルネットワーク株式会社
○ 株式会社ケーブルビジョン二十一
○ 株式会社ジェイコム北九州
○ 株式会社ケーブルネット下関
○ 株式会社ケイ・オプティコム
○ 株式会社ＳＴＮｅｔ
○ ソフトバンクテレコム株式会社
○ 九州通信ネットワーク株式会社
○ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
○ 中部テレコミュニケーション株式会社
○ アットネットホーム株式会社

【東日本電信電話株式会社】

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国

○ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州

○ 沖縄セルラー電話株式会社

○ ＫＤＤＩ株式会社
○ 株式会社ジェイコム関東
○ 株式会社ジェイコム千葉
○ 株式会社ジェイコム東京

○ 株式会社ジェイコムさいたま
○ 土浦ケーブルテレビ株式会社
○ 株式会社ジェイコム湘南

○ アットネットホーム株式会社
○ ソフトバンクテレコム株式会社
○ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
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※敬称略・順不同



参考参考参考参考：：：：電報通数電報通数電報通数電報通数およびおよびおよびおよび売上規模売上規模売上規模売上規模

247260272318東日本

9761,0681,1341,275西日本

8859581,0461,257東日本

298

558

2,026

平成１７年度

276311340西日本

523583658電報事業収入

1,8612,1802,532電報通数

平成１８年度平成１６年度平成１５年度

（単位／通数：万通／収入：億円）



参考参考参考参考．．．．電報料金例電報料金例電報料金例電報料金例①①①① （（（（おおおお祝祝祝祝いいいい電報電報電報電報））））

５００円

（税込 ５２５円）

３，０００円

（税込３，１５０円）

１，７４０円

（税込１，８２７円）

おし花電報

「グレース」

２，０００円

（税込２，１００円）

お
祝
い
電
報

刺しゅう電報

「孔雀」

プリザーブドフラワーＤＥＮＰＯ

「フラワードーム」

キャラクターパックＤＥＮＰＯ

（ミッキーマウス

＆ミニーマウス）

３，８００円

（税込３，９９０円）

台紙料金電報料

＜５１～５５文字の場合＞

１，２４０円（税込１，３０２円）

＜メッセージ例＞

ご結婚おめでとうございます。新生活
の門出を、心からお喜びいたします。

株式会社 ●●

代表取締役社長 ●● ●●

３，２４０円

（税込３，４０２円）

４，５１０円

（税込４，７３５円）

＜６６～７０文字の場合＞

１，５１０円（税込１，５８５円）

＜メッセージ例＞

ご結婚おめでとうございます。これから
はお二人のデュエットで、素晴らしい
ハーモニーを奏でてください。末なが
くお幸せに！

テニスサークル 同期一同

５，３１０円

（税込５，５７５円）

電報料金

（電報料＋台紙料金）
電報台紙

©Ｄｉｓｎｅｙ

（（（（料金算定条件料金算定条件料金算定条件料金算定条件））））

・電話から漢字電報でお申込みされたときの料金（３日前割引適用なし）
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参考参考参考参考．．．．電報料金例電報料金例電報料金例電報料金例②②②② （（（（おおおお悔悔悔悔やみやみやみやみ電報電報電報電報、、、、一般電報一般電報一般電報一般電報））））

（（（（料金算定条件料金算定条件料金算定条件料金算定条件））））

・電話から漢字電報でお申込みされたときの（料金３日前割引適用なし）

※一般電報の電報料は、基本額（25文字まで）４８０円（税込５０４円）、累加額（追加5文字ごと）６０円（税込６３円）となります。

５００円

（税込 ５２５円）

２，０００円

（税込２，１００円）

０円

一
般
電
報

＜～２５文字の場合 ※＞

４８０円（税込 ５０４円）

＜メッセージ例＞

至急連絡されたし。

父より

４８０円

（税込 ５０４円）

一般電報

お
悔
や
み
電
報

おし花電報

「惜別」

刺しゅう電報

「白菊」

七宝電報

「百合」

３，０００円

（税込３，１５０円）

台紙料金電報料

１，９２０円

（税込２，０１６円）

３，４２０円

（税込３，５９１円）

＜６１～６５文字の場合＞

１，４２０円（税込１，４９１円）

＜メッセージ例＞

●●●様のご逝去を悼み、謹んでお
悔やみ申しあげますとともに、心からご
冥福をお祈りいたします。

株式会社 ●●●

代表取締役社長 ●● ●●

４，４２０円

（税込４，６４１円）

電報料金

（電報料＋台紙料金）
電報台紙
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