
 
                                                       2014 年 5 月 15 日 
 

新たな慶祝用電報台紙 
「ハローキティ ＤＥＮＰＯ(ローズ)」等の販売開始について 

～NTT 東西オリジナルデザインのキャラクター電報～ 
  

■ ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本（以下、ＮＴＴ東西）は、子どもから大人まで幅広い世代に人気の慶祝電報台

紙「ハローキティ DENPO」「ディアダニエル DENPO」のデザインをリニューアルするとともに、これまで西日本

エリア※1 限定商品だった「チャーミーキティ」「ハローキティ ポーチ」も併せてリニューアルし、2014 年 5 月 16
日（金）より全国で販売開始します。 
■本商品は、「ハローキティ」「ディアダニエル」の単品販売はもちろん、アクセサリーとなる「チャーミーキティ」  
や小物入れとして使える「ハローキティ ポーチ」をセットにした、選べる７種類のキャラクターパックがあり、 
それぞれ結婚・誕生日などのお祝いをはじめ、記念日・出産祝いなど、様々なお祝いシーンで組み合わせて 
ご利用いただけます。 
 

※1 ＮＴＴ西日本エリアとは、富山県、岐阜県、静岡県以西の３０府県を指します。（ただし、静岡県の一部については、ご利用頂けないエリアがございます。） 
 

 
                                   

1． 概要 

商品名 販売価格 
受付・ 

配達地域 
受付・配達開始日 

① ハローキティ（ローズ） 電報台紙料金 2,000 円（税抜） 

＋電報料※5 

全国 
2014年5月16日（金）

 

② ディアダニエル（ローズ） 

③ ハローキティ（ローズ）＆ 

ディアダニエル（ローズ）※2 

電報台紙料金 3,800 円（税抜） 

＋電報料※5 

④ ハローキティ（ローズ）＆ 

チャーミーキティ※2 電報台紙料金 3,000 円（税抜） 

＋電報料※5 ⑤ ハローキティ（ローズ）＆ 

ポーチ※2 

⑥ ハローキティ（ローズ）＆ 
チャーミーキティ＆ポーチ※3 

電報台紙料金 4,000 円（税抜） 

＋電報料※5 

⑦ チャーミーキティ＆ 
ローズパック※3 電報台紙料金 4,800 円（税抜） 

＋電報料※5 ⑧ ハローキティ ポーチ＆ 
ローズパック※3 

⑨ サンリオパック４※4 
電報台紙料金 5,800 円（税抜） 

＋電報料※5 



 

※2 ぬいぐるみ等は 2 つで電報は 1 通のみのお届けとなります。 
※3 ぬいぐるみ等は 3 つで電報は 1 通のみのお届けとなります。 
※4 ぬいぐるみ等は 4 つで電報は 1 通のみのお届けとなります。  

※5 電報料は、申込み発信方法および文字数等に応じた料金となります。詳細は以下ＵＲＬにてご確認ください。 
・ＮＴＴ東日本 http://www.ntt-east.co.jp/dmail/guide/fee/ 
・ＮＴＴ西日本 http://dmail.denpo-west.ne.jp/p/pages/design/common/html/c8-a_p.html 

     
 
2． 特長 

 

① ハローキティ（ローズ） 

   
   
 

② ディアダニエル（ローズ） 

   
 
 

③ハローキティ（ローズ）＆ 
ディアダニエル（ローズ） 

    
   
 

④ハローキティ（ローズ）＆ 
チャーミーキティ 

  
 

上品で光沢のあるペロア生地のピンクのドレスを着

た、かわいらしいキティちゃんです。 

背中には大きなリボンがあり、両手でブーケを持っ

ています。 

やさしいピンク色のメッセージ入れとともに、キティ

ちゃんのロゴの入った専用バッグに入れてお届けし

ます。 

 

【ハローキティ（ローズ） サイズ】 
高さ 約 21cm

上品で光沢のあるペロア生地のタキシードを着

た、りりしいダニエルくんです。 

右手にはキティと色違いのブルーのブーケをもっ

ています。 

爽やかなブルーのメッセージ入れとともに、ダニエ

ルくんのロゴの入った専用バッグに入れてお届け

します。 

 

【ディアダニエル（ローズ） サイズ】 
高さ 約 21 cm 

「ハローキティ（ローズ）」と「ディアダニエル（ロー

ズ）」をセットにして、かわいいピンクのラッピング

袋に入れてメッセージをお届けします。  

「ハローキティ（ローズ）」と、リボンをつけてお

すまししたキティちゃんのペットの「チャーミー

キティ」、あるいはキティちゃんとおそろいの

大きなリボンをつけた顔型ポーチ「ハローキ

ティ ポーチ」をセットにして、メッセージをお

届けします。  

お届けイメージ 

⑤ハローキティ（ローズ）＆ 
ポーチ 

お届けイメージ 

お届けイメージ 

メッセージ入れ 

メッセージ入れ 



 
⑥ハローキティ（ローズ）＆チャーミーキティ＆ポーチ 

 
 
 
 

    
 
 
⑦チャーミーキティ＆ 

ローズパック 

  
 
⑨サンリオパック４ 

  
 
©1976,1999,2012,2014 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL No.G550260 

 

 
3． お申し込み※6、お問い合わせ先 

＜お電話によるお申し込み、お問い合わせ先＞ 
「115」（局番なし。加入電話※7、ひかり電話（電話サービス）、携帯電話※8 からのご利用が可能です。） 

 
＜インターネットによるお申し込み先＞ 

ＮＴＴ東西のインターネット電報申込サイト「D-MAIL」（携帯サイト「ｉモード」「EZweb」「Yahoo！ケータイ」

からもご利用いただけます。
※9） 

※6 詳細は別紙「電報のお申し込み方法について」をご参照ください。 
※7 一部の他事業者様の電話回線からは接続できない場合があります。また、ご利用回線によっては、ＮＴＴ東西の 115 番以外に接続される場合があ

ります。その際、NTT 東西の電報サービスをご希望されるお客様につきましては、その旨お伝えいただくか 0120-759-560＊へおかけ直し下さい。 
   ＊こちらの電話番号からお申込みいただいた場合、電報料金はクレジットカードでのお支払いとなります。 
※8 ＮＴＴドコモ及びａｕ（KDDI、沖縄セルラー電話）からのご利用のみです。 
※9 「ｉモード」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。「EZweb」は KDDI 株式会社の登録商標です。「Yahoo！ケータイ」はソフトバンクモバイル株式

会社の登録商標です。 

「ハローキティ（ローズ）」「チャーミーキティ」「ハ

ローキティ ポーチ」をセットにして、メッセージ

をお届けします。 
【チャーミーキティ サイズ】 
高さ 約 12cm 
【ハローキティ ポーチ サイズ】 
縦 約 13cm ×横 約 14cm 

「チャーミーキティ」あるいは「ハローキティ ポ

ーチ」を「ハローキティ（ローズ）」や「ディアダ

ニエル（ローズ）」とセットにして、かわいいピン

クのラッピング袋に入れてメッセージをお届け

します。 

⑧ハローキティ ポーチ＆ 
ローズパック 

【チャーミーキティ】 【ハローキティ ポーチ】

「ハローキティ（ローズ）」「ディアダニエル （ロ

ーズ）」「チャーミーキティ」「ハローキティ ポ

ーチ」の４点をセットにして、かわいいピンクの

ラッピング袋に入れてメッセージをお届けしま

す。 

お届けイメージ 



（別紙） 
電報のお申し込み方法について 

■加入電話・ひかり電話・携帯電話から 

お申し込み先 
115（通話料金は無料です。） 
※ 一部の他事業者様の電話回線からは接続できない場合があります。また、ご利用回線によっては、ＮＴＴ東西の 115

番以外に接続される場合があります。 

受付時間 8:00 ~ 22:00（年中無休） 

備考 

・ 電報料金は、お申し込みの際にお使いになった電話番号の電話料金と一緒のお支払いとなります。クレ

ジットカードでのお支払いをご希望の場合は 0120-759-560 からお申し込みください。 
・ ＮＴＴ東西の加入電話、ひかり電話（電話サービス）の他、以下の通信事業者様の加入電話からお申し込

みいただけます。（敬称略、順不同） 
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社＊、株式

会社テクノロジーネットワークス 
＊ご利用回線によっては、ＮＴＴ東西の 115 番以外に接続される場合があります。その際、ＮＴＴ東西の電報サービ

スをご希望されるお客様につきましては、その旨お伝えいただくか、0120-759-560※へおかけ直し下さい。 

※こちらの電話番号からお申込みいただいた場合、電報料金はクレジットカードでのお支払いとなります。 

＜ＮＴＴ西日本のみ＞ 
中部テレコミュニケーション株式会社、株式会社ケイ・オプティコム、株式会社ＳＴＮｅｔ、九州通信ネットワーク株式

会社、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 

・ 携帯電話からのお申し込みの場合は、ＮＴＴドコモ、ａｕ（KDDI 及び沖縄セルラー電話のみ）からご利用い

ただけます。 
（注）株式会社ＮＴＴドコモの提供する FOMA もしくはｉモードサービス又は KDDI 株式会社もしくは沖縄セ

ルラー電話株式会社の提供するａｕ通信サービスに係る設備について、それぞれの設備から発信す

る電報の数がそれぞれ月間合計 6 通以上となる場合には、その電報サービスの料金を当社が指定

するクレジットカードにより支払う場合に限りお申し込みができます。 
・ ＮＴＴ東西以外のＩＰ電話の場合、電報のお申込みができない場合がありますので、詳細はご契約事業者

様に確認をお願いします。尚、050 から始まる電話番号からお申し込みできません。 

■インターネットから 

お申し込み先 

（インターネット） 
・ ＮＴＴ東日本：http://www.ntt-east.co.jp/dmail/ 
・ ＮＴＴ西日本：http://www.ntt-west.co.jp/dmail/ 
（携帯サイト） 
・ ＮＴＴ東日本：http://www.ntt-east.co.jp/dmail/i/  
・ ＮＴＴ西日本：http://www.ntt-west.co.jp/dmail/i/  
※ インターネット接続サービス「ｉモード」「EZweb」「Yahoo！ケータイ」からご利用いただけます。通信料金

はお客様のご負担となります。 

（スマートフォンサイト） 

・ ＮＴＴ東日本：http://www.ntt-east.co.jp/dmail/ 
・ ＮＴＴ西日本：http://www.ntt-west.co.jp/dmail/s/ 

受付時間 24 時間 

備考 

・ 電報料金は、クレジットカードでのお支払い、もしくはＮＴＴ東西の電話料金（ｉモードの場合は、株式会社

ＮＴＴドコモの携帯電話料金）と一緒のお支払いとなります。
 

・ 電話料金と一緒のお支払いをご希望の場合、事前登録を行って頂く必要があります。 
・ インターネット、携帯サイトからのお申し込みの場合、電報託送料 40 円（税抜）はかかりません。 
・ ご利用いただけるクレジットカードは、NTT Group Card、VISA、Master、JCB、アメリカン・エキスプレ

ス、ダイナースクラブです。 
・ 「ｉモード」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。「EZweb」は KDDI 株式会社の登録商標です。

「Yahoo！ケータイ」はソフトバンクモバイル株式会社の登録商標です。 
・ システムの保守などにより一時的に受付を制限させていただくことがあります。 

■公衆電話及び 115 でお申し込みが出来ない携帯電話・ＰＨＳ等から 

お申し込み先 0120-759-560（通話料金は無料です。） 

受付時間 8:00 ~ 22:00（年中無休） 

備考 

・ 電報料金は、クレジットカードでのお支払いとなります。 
・ ＮＴＴ東西以外のＩＰ電話の場合、0120 から始まるフリーダイヤルに接続できない場合がありますので、詳

細はご契約事業者様に確認をお願いいたします。尚、050 から始まる電話番号からお申し込みできませ

ん。 
・ ご利用いただけるクレジットカードは、NTT Group Card、VISA、Master、JCB、アメリカン・エキスプレ

ス、ダイナースクラブです。 
 




