商品一例：プリザーブドフラワー プレミアムローズメッセージ
9輪の真っ赤なバラを贅沢に使用しアレンジした高級感漂うプリザーブド
フラワーと、バラの彩りを引き立たせるシックな木目調フレームの調和が
美しい上品な電報台紙です。

会いに行けないあなたに代わってNTT東日本
直接お会いできなくても、お祝いの気持ちをお伝えしたい。悲しみに寄り添いたい。
NTT東日本の電報で、そんなお客さまの想いをお届けするお手伝いをします。

簡単、便利、お得な“ 9 つ”のポイント
Point 1

Point 2

14時までのお申込みで
全国当日配達※1が
可能です。

同一料金で
日本全国どこへでも
お届けいたします。※2

Point 3

Point 4

厳選されたラインアップから
お好みの台紙を
お選びいただけます。

電報料金 561 円
（25文字）から
※3
ご利用いただけます。

Point 5

Point 6

1,500種類以上の
オリジナル文例を
ご用意しています。

不在時もしっかり
対応します。※4
ご不在時は｢電報配達のお知らせ｣をお届け先
のポスト等へお入れします。
お届け先のお客さま
よりお知らせに記載されている電話番号へご連
絡いただいてから再配達いたします。

Point 7

Point 8

旧字（外字）※5も
利用できるため、
受取人さまへの
失礼がございません。

24時間いつでもどこでも
パソコンやスマートフォン
から申込めます。
▲

電報申込サイトD-MAILだと、電話申込より1通あたり電報料金が40円※6お得
に。また会員登録することで、会員限定台紙や便利な機能をご利用いただけます。
P.21に掲載

Point 9
迷ったときには、
お電話で
専門のオペレーターに相談
しながらお申込みできます。
▲

お申込み後の電報の訂正などのご相談もお電
話ください。
裏表紙に掲載
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●掲載の料金は2022年12月までのものです。2023年1月以降、メッ
セージ料金等が変更になる予定です。
※1 離島など一部地域は当日お届けできない場合がございます。※2自
然災害等の影響により配達が遅れる地域・配達できない地域は電報申
込サイト
「D-MAIL」でお知らせします。※3 お祝い電報・お悔やみ電報
をお届け3日前までにインターネットでお申込みいただくと、561円から
ご利用いただけます。※4 お届け先がご不在時に電報を安全に保管で
きる場所がある場合に限り、不在配達させていただくことがあります。※
5 D-MAILでお申込みの場合、お使いのパソコン環境等によってご利用
いただけない場合があります。※6 税抜価格からの割引額となります。

の電報があなたの想いをお届けします。
電報サービス提供条件の見直しについて
①当日配達受付時間が 19時→14時へ変わりました（2022 年 10 月1日～）
これまで
■当日配達受付時間

これから
■当日配達受付時間※1

※1

●電話等受付（受付時間：8 時～ 19 時）

●電話等受付（受付時間：8 時～ 19 時）
8 時～19 時

8 時～14 時

14 時～19 時

当日中に配達

当日中に配達

翌日8時以降に配達

●インターネット受付（受付時間：24 時間）

●インターネット受付（受付時間：24 時間）
0時～8時

8時～19時

19時～0時

0時～8時

8時～14時

14時～0時

当日 8 時以降
に配達

当日中に配達

翌日 8 時以降
に配達

当日 8 時以降
に配達

当日中に配達

翌日 8 時以降
に配達

※1 電報の受付時間は、電話〔115〕等（8:00 ～ 19:00）
、インターネット〔D-MAIL〕
（24 時間）ともに変更ありません。

②文字数単位から“ページ単位”の料金へ変わります（2023 年 1月11日～）
オプション料金

基本料金

3 受取人名連記

毛筆縦書
お祝い

2 メッセージ料金

〇〇太郎 様
〇〇花子 様

1 台紙（商品）料金

※文字数により異なります。

ページ単位

66 円（税込）

110 円（税込）

無料

無料

1ページ目 300 字まで 1,320円（税込）※2
※2 電話によるお申込み時は、別途、電話託送加算額 440 円（税込）が必要となります。

詳しくは専用サイトをご確認ください。

専用サイト▶
https://www.ntt-east.co.jp/dmail/change/

さまざまなご利用シーン

結婚

誕生日・記念日

合格 卒業 入学

人事（就任・昇進・栄転）

叙勲

選挙激励・当選

出産

敬老・長寿祝い

お悔やみ

喪中見舞い・法要・お盆等

2

表 示価格は台紙料金です。別途電報料 金（お申込み方 法 ・ 文 字 数 等に応じた料 金 ）がかかります。

お祝い電報台紙

ご予算別台紙一覧（お祝い台紙）

厳選された台紙を多数ご用意。ご予算やシーンに
￥8,001 〜

￥3,501 〜 ￥8,000
ミッ キ ー マ ウ スとミ
ニーマウスは手足を自
由に動かすことができ
ます。

プリザーブドフラワー
プレミアムローズメッセージ
￥16,500
25.3cm×19.3cm×9.7cm

ラブリーアートフレーム＆
ラブリーパック
￥7,810

東日本エリア限定

カタログギフト オーガンジー
￥11,000

ミッキーマウス：座高 約21.0cm
ミ ニ ー マ ウ ス：座高 約23.0cm
アートフレーム：23.0×18.5×2.3cm（2Lサイズ）

25.7cm×21.0cm

2 L サイズ のフォトフ
レームにも使えるアー
トフレーム付きです。

ジュエリーなどの小物
入れにもご利用いただ
けます。

※小物類は付属しません

※小物類は付属しません

プリザーブドフラワー
オルゴールホワイトボックス
￥11,000

うるし 鶴
￥5,500

11.8cm×20.0cm×15.0cm

16.8cm×14.4cm×3.3cm

パステルカラーのラベ
ンダーとピンクが上品
な組み合わせのハロー
キティと、ネイビー の
ジャケットがアクセント
になったシックな装い
のディアダニエルのぬ
いぐるみです。

ハローキティ
（ラベンダーハート）&
ディアダニエル（ラベンダーハート）
￥4,180
高さ 約21.0cm

お祝い電報台紙 おすすめオプション

お祝いの気持ちを品よくお包みしてお届け

お祝い電報台紙を「ギフトパック」でお包みして送ることができます。※
プリザーブドフラワー「一輪のバラ」
と
「オリジナル箔押し手提げ袋」
のセットです。
「一輪のバラ」
は本物
のバラの花をプリザーブド加工しています。金色の箔押しでバラを上品にデザインした
「オリジナル箔
押し手提げ袋」
が、
より一層お祝いの気持ちをお伝えします。
東日本エリア限定
ギフトパック ¥1,650
プリザーブドフラワー 一輪のバラサイズ 25.0cm×6.0cm×6.0cm
（ケース含み）

オリジナル箔押し手提げ袋サイズ 大：35.0cm×30.0cm×22.0cm

小：30.0cm×25.0cm×10.0cm

●セットする電報台紙に合わせていずれかのサイズにてお届けします。
（サイズは指定できません）

WEB限定

ギフトパックが
セット可能
な商品です。

※一部電報台紙・配達地域
を除きます。

お届け地域限定

Greeting Denpo
ー カジュアルにも使える電報 ー

￥1,320

￥1,320

￥605

●「ミッキーマウス」「ミニーマウス」および「ハローキティ」「ディアダニエル」は単体、その他の組み合わせもご利用いただけます。詳しくはD-MAILをご覧ください。● 東日本エリア限定 の商品は、NTT東日本の営業
エリアで受付・配達いたします。●商品のデザインは予告なく変更することがあります。●プリザーブドフラワー（加工した生花）の商品には一部造花を使用しております。●「ギフトパック」はセット用商品のため、単
体での販売はありません。一部の慶祝用電報台紙とセットでお送りいただける商品です。●グリーティングDENPOはお届け地域に限りがございます。詳しくは専用サイトをご覧ください。
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￥2,501 〜 ￥3,500

くまのプーさん
（はちみつだいすき）
￥3,080
プー：高さ 約21.5cm
ピグレット：高さ 約18.0cm

ご予算別台紙一覧（お祝い台紙）

応じてお選びいただけます。
¥0～¥2,500

おし花
七彩
￥3,300

22.5cm×16.5cm

ハ ニ ー ポットを 抱 い た
「プー 」と仲良しの「ピグ
レット」のぬいぐるみ の
セットです。
ハニーポットはスマート
フォンやリモコンを入れ
る小物入れとしてもご利
用いただけます。
※小物類は付属しません

刺しゅう
鳳凰
￥2,200

刺しゅう
祝福 松竹梅
￥1,650

16.5cm×22.5cm

16.5cm×22.5cm

おし花
はなやか
￥1,100

おし花
ハーモニー
￥550

16.5cm×22.5cm

16.5cm×22.5cm

カトレア
￥0

16.5cm×22.5cm

D-MAIL会員限定

エレガンス

慶び

￥0

18.5cm×23.3cm

お祝い電報台紙の
詳細はコチラ

￥0

18.5cm×23.3cm

パソコン▶ https://www.ntt-east.co.jp/dmail/products/celebration/
スマートフォン▶ https://www.ntt-east.co.jp/dmail/s/products/celebration/

カジュアルにも使えるおしゃれなデザインのカードで
「日常」
に
「非日常」
を。
グリーティングDENPOなら、大切な人の大切な瞬間に
「ありがとう」
「おめで
とう」
を伝えたい時に、素敵なサプライズを演出できます。35種類以上のライ
ンアップをご用意しており、
さまざまなシーンでSNSでは伝えきれない想いを
カタチにしてお届けします。

詳細は専用サイトへ▶

https://www.ntt-east.co.jp/dmail/g-denpo/

ⒸDisney ⒸDisney.Based on the "Winnie the Pooh" works,by A.A.Milne and E.H.Shepard.
Ⓒ1976,1999,2019 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL No.G594225
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表 示価格は台紙料金です。別途電報料 金（お申込み方 法 ・ 文 字 数 等に応じた料 金 ）がかかります。

お悔やみ電報台紙

ご予算別台紙一覧（お悔やみ台紙）

厳粛で高級感漂う、
こだわりの電報台紙。心からの
￥8,001 〜

プリザーブドフラワー
祈り
￥16,500
15.0cm×23.9cm×10.7cm

プリザーブドフラワー
追悼花
￥13,200

￥4,501 〜 ￥8,000

プリザーブドフラワー
想藍
￥8,800

うるし 菊
￥5,500

20.0cm×14.0cm×6.5cm

美しく落ち着きのあ
る藍色のフレームに
白・紫・青のバラや、
ア
ジサイ等を収めた上
品なプリザーブドフラ
ワーです。
お部屋に合
わせて縦 置き・横 置
き・壁掛けで飾ること
ができるため、
インテ
リアとしてもご利用い
ただけます。

16.6cm×22.5cm×1.2cm

うるし塗りに、菊の花を
蒔絵で描いた高級感の
ある電報台紙です。
熟練した職人たちが、
ひ
とつひとつ精 魂こめて
丹念に作り上げた、
手作
りの逸品です。
※小物類は付属しません

23.5cm×10.0cm×8.2cm

お悔やみ電報台紙 おすすめオプション

お悔やみの気持ちやお心遣いを奥ゆかしくお届け

お悔やみ電報台紙を「お悔やみ包み」でお包みして送ることができます。※
線香「哀星」
と
「オリジナル箔押し手提げ袋」
のセットです。
「哀星」
は印象の異なる三種類の香りをセット
にした、
日本香堂製の煙が控えめなお線香です。銀色の箔押しで百合をデザインした
「オリジナル箔押し
手提げ袋」
は落ち着いた印象で、先方へより弔慰の気持ちを伝えることができます。
お悔やみ包み ¥1,650 東日本エリア限定
線香 哀星サイズ 15.9cm×7.7cm×2.6cm 内容量：70g
長さ：約14cm 燃焼時間：約25分

お悔やみ包みが
セット可能な
商品です。

オリジナル箔押し手提げ袋サイズ 32.0cm×27.0cm×13.0cm

ペットを愛する方へのお悔やみ電報

※一部電報台紙・配達地域
を除きます。

東日本エリア限定

ご友人やご親族のかわいがっていたペットが旅立ったとの連絡を
受けたときや、大切な人とペットが仲良く暮らす在りし日の光景
をふと思い出したとき等に、
日本香堂社製の心を癒す優しいお花の
香りのお線香と、
寄り添うメッセージをセットで送ることができます。

ペット向け線香
お花の香り
￥1,650

● 東日本エリア限定 の商品は、NTT東日本の営業エリアで受付・配達いたします。●商品のデザインは予告なく変更することがあります。●プリザーブドフラワー（加工した生花）の商品には一部造花を使用しており
ます。●「お悔やみ包み」はセット用商品のため、単体での販売はありません。一部の弔慰用電報台紙とセットでお送りいただける商品です。
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￥2,501 〜 ￥4,500

七宝
哀悼 白百合
￥4,400
22.5cm×16.5cm

ご予算別台紙一覧（お悔やみ台紙）

哀悼の意を伝えたい気持ちに寄り添います。
￥0 〜 ￥2,500

おし花
慕情
￥3,300

22.5cm×16.5cm

刺しゅう
永菊
￥2,200

刺しゅう
つゆ菊
￥1,650

22.5cm×16.5cm

22.5cm×16.5cm

おし花
面影
￥1,100

おし花
静心
￥550

淡い紫を基調とした清楚できよらかな彩りが美しいおし花
の電報台紙です。重厚感のあるチャコールグレーのフレー
ムには、厳かで趣きのある銀色の箔押しを施しています。

22.5cm×16.5cm

22.5cm×16.5cm

D-MAIL会員限定

悼

詩情

￥0

16.5cm×22.5cm

お悔やみ電報台紙の
詳細はコチラ

￥0

18.5cm×23.3cm

パソコン▶ https://www.ntt-east.co.jp/dmail/products/condolence/
スマートフォン▶https://www.ntt-east.co.jp/dmail/s/products/condolence/

飼い主さまの哀しみに寄り添う電報

▼▼

愛らしい花々が夢のように広がる、
ほのかで優しいホワイトフローラ
ルの香りが特徴のお線香です。
メッセージ入れは、旅立たれたペットたちが、虹の橋のたもとで仲間
パソコン
たちと楽しく遊ぶ姿をデザインしています。
スマートフォン

詳細は専用サイトへ▶

https://www.ntt-east.co.jp/dmail/scene/pet/
https://www.ntt-east.co.jp/dmail/s/scene/pet/
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WEB限定

お届け地域限定

Greeting Denpo
「言葉」
を贈るという生活。
カジュアルにも使える電報。
それは、
日常に突然訪れる感動のメッセージ。
直接会えなくても、普段ゆっくり話す機会がなくても、
大切な人への特別な
「おめでとう」
「いつもありがとう」
をもっと身近に伝えられるように。
そしてカタチに残るあなたの言葉を受け取った人が、驚き、感動し、幸せいっぱいな気持ちになるように。
忙しい
「日常」が、
ひとときでも感動的な
「非日常」
となる、素敵なサプライズを届けたい。
そんな思いをかなえる、
カジュアルにも使える電報、
それが「グリーティングDENPO」
です。
Products

商品

飾れるPop-Upグリーティングカードを35種類以上から選ぶことができます。

￥1,320

￥1,320

￥605

￥605

Scene

シーン

誕生日

結婚

専用のメッセージ用紙でお届けします。

出産

サンクス

季節

グリーティングDENPO専用サイト
https://www.ntt-east.co.jp/dmail/g-denpo/

専用サイト▼

●グリーティングDENPOはWEBでのお申込み限定のサービスです。電話・FAXによるお申込みはできません。
●お届け地域には限りがございます。詳しくは専用サイトをご覧ください。
●商品は一例です。予告なく変更することがあります。
●別途電報料金（お申込み方法・文字数等に応じた料金）
がかかります。
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1

結婚

【利用シーン】結婚

Scene

新しい人生の門出を祝う気持ちを電報で。

ご結婚おめでとうございます。

新しい人生のスタートの日を迎えられ、

ラベンダー色のサテンのドレスを身に纏ったかわ
いいハローキティと濃紺のサテンのスーツにラベ
ンダー色のベストを着た凛々しいディアダニエル
をセットにした電 報 台 紙です。プリザーブドフラ
ワー「一輪のバラ」
と手提げ袋をセットにしたギフ
トパックでお届けします。

喜びでいっぱいのことと思います。

￥5,830

お二人のこれからの人生に幸多きこと

プリザーブドフラワー・オリジナル
箔押し手提げ袋付き

〒●●● ●
-●●●
◎◎県◎◎市◎◎三二一

ハローキティ
（ラベンダーハート）
＆
ディアダニエル（ラベンダーハート）

▼▼株式会社 営業部一同

◯
◯
−
◯
◯
◯
◯
−
◯
◯
◯
◯

東日本エリア限定

祝福の気持ちを大きなハートに託してお届け。

電話

［文例番号１２６２］
１２４文字

Ⓒ1976,1999,2019 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL No.G594225

を心からお祈りしております。

文例

マナーの
プロが
アドバイス

ⒸDisney

手足を動かせるミッキー＆ミニーのぬいぐるみ。

ラブリーアートフレーム＆ラブリーパック

￥7,810

ドレスアップしたミッキー＆ミニーのぬいぐるみと
美しい仕上がりの切絵をおさめたアートフレームを
セットでお届けします。
フレームは2Lサイズの写真
を飾ることができます。

Q.どのようなときに電報を送ればよいのでしょうか？
A.以下のような挙式や入籍のときに結婚の祝電が利用されています。
■職場関係の場合
・営業部門などの責任者からお取引先様のご担当者やご家族あて
・会社代表者から自社の社員あて
・職場一同から同僚あて
■個人の場合
・結婚式や披露宴に欠席するとき
・結婚式が催されないときや家族挙式のとき

Q.電報を申込むタイミング（時期）はいつですか？

▲

A.式の前日までに会場に届くように、余裕を持って準備しましょう。
お届け日の1か月前からお申込みいただけます。お祝い電報はお届け日
の3日前までのお申込みで電報料金が税抜価格より150円お得になりま
すので早めに手配することをおすすめしています。お届け日などの詳細は
「電報のマナーとポイント お祝い」
（ P.19）をご確認ください。

Q.宛先はどうすればよいのでしょうか？
東日本エリア限定

高級感のあるプリザーブドフラワー。

プリザーブドフラワー オルゴールホ
ワイトボックス プリザーブドフラワー・オ
￥12,650

※一部造花を使用しております。

Q.気を付けるポイントはありますか？
A.祝電のメッセージが披露される際、司会者の方が読みやすいよう、お名
前の後にふりがなを記載すると親切です。
その他、別れや不幸を連想させる「忌み言葉」は避けることも大切です。
詳細は「電報のマナーとポイント お祝い」
（ P.19）をご確認ください。
▲

オルゴール付きの白いレザー調のボックスに、赤や
ピンクのプリザーブドフラワーを上品にアレンジし
ました。プリザーブドフラワー「一輪のバラ」
と手提
げ袋をセットにしたギフトパックでお届けします。

▲

リジナル箔押し手提げ袋付き

A.結婚式や披露宴がある場合は挙式会場宛て、ない場合はご自宅宛てに
送ります。
ご自宅宛ての場合、
ご結婚されて転居された場合は引っ越し祝いも兼ねて新
生活の始まる新居宛てに送るとよいでしょう。新居宛ての場合、新婦のお名
前は新姓とします。挙式会場宛ての場合の詳細は
「電報のマナーとポイント
をご確認ください。
お祝い」
（ P.19）

◎文例はアレンジできます。
◎文例中の
「●●」等の記号は文字数に含みます。
ふさわしい名称や数字を入れてご利用ください。
◎別途電報料金（お申込み方
法・文字数等に応じた料金）
がかかります。
◎プリザーブドフラワーは加工した生花です。
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2

人事（就任・昇進・栄転）

就任・昇進に際し、お取引先さまやお世話になった方へ、お祝いの言葉を電報で。

●●へのご就任、

誠におめでとうございます。

実績の賜物と存じます。

これもひとえに日頃のご精進と

一層のご活躍とご健勝をお祈り

◎山◎男

いたしますとともに、今後ともご指導

取締役

〒●●● ●●●●
◎◎県◎◎市◎◎三二一

▼▼株式会社

電話

◯
◯
−
◯
◯
◯
◯
−
◯
◯
◯
◯

賜りますようお願い申しあげます。

文例

［文例番号２５１８］
１４０文字

【利用シーン】人事（就任・昇進・栄転）

Scene

東日本エリア限定

鶴の蒔絵が高級感を出すうるしの電報台紙。

うるし 鶴 プリザーブドフラワー・
オリジナル箔押し手提げ袋付き

￥7,150

うるし塗りの蓋に羽ばたく鶴を金色の蒔絵で描いた
高級感のある小箱です。
プリザーブドフラワー「一輪
のバラ」
と手提げ袋をセットにしたギフトパックでお
届けします。

マナーの
プロが
アドバイス

Q.どのようなときに電報を送ればよいのでしょうか？
A.お取引先さまやお世話になった方に辞令があったときに送ります。
お取引先さまやお世話になった方に辞令（就任・昇進・栄転）があったとき
や内定者へのお祝いに、お祝いの気持ちを伝えるツールとして電報が使わ
れています。

Q.電報を申込むタイミング（時期）はいつですか？
A.正式な辞令が出された後、速やかに送りましょう。
迅速な対応が重要とされるビジネスの世界において、
いち早く当日にお届け
することをおすすめしていますが、
目安としてはできれば3日以内に、遅くとも
1週間以内には、
お祝いの気持ちをお届けすることが大切です。
当日配達がで
きる
「14時までのお申込み」
を念頭に準備していただくとよいでしょう。辞令
後に送るタイミングを逸した場合は、就任時に送ります。
また、発表後だけで
なく就任時にも再び祝電を送ることも増えています。特に、発表後、就任まで
に時間があく場合は二度送ると丁寧です。

彩り美しい、7色のおし花。

おし花 七彩

プリザーブドフラワー付き

￥4,400

花束をデザインしたおし花は、
ひとつのアー
ト作品のような、
エレガントな美をお楽しみ
いただけます。
真紅のバラ一輪のプリザーブ
ドフラワーを添えてお届けします。

Q.宛先はどうすればよいのでしょうか？
A.辞令直後に送る場合は、現在の所属組織の役職名宛てに送ります。
就任時に送る場合は、異動先や新たな役職名で送るようにしましょう。
テレ
ワークなどで出社されていないケースもあるため、
お届け先は事前に確認し
ておくとよいでしょう。

Q.気を付けるポイントはありますか？
A.電報台紙は役職に合わせて選びましょう。
電報台紙は役職に合わせて選ぶことをおすすめします。
また、
お受取りになっ
た方がご連絡をなさる際にお手間をとらないよう、
ご自身の住所や連絡先電
話番号を記載しましょう。
ビジネスでご利用される場合は、各企業さまで規
程や慣例があることも想定されますので、各企業さまでのルールを確認する
ことが大切です。
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縁起の良い亀甲をモチーフにしたデザイン。

刺しゅう 祝福 松竹梅

プリザーブドフラワー付き

￥2,750

金色の箔押しを台紙全体に豪華にあしら
い、
中央の窓枠内に色鮮やかな松竹梅の刺
しゅうを施した、
慶事にふさわしい電報台
紙です。
真紅のバラ一輪のプリザーブドフラ
ワーを添えてお届けします。

3

叙勲・褒章・表彰

【利用シーン】叙勲・褒章・表彰

Scene

栄誉ある受章を称えお祝いの気持ちを電報で。

◎山◎男

〒●●● ●●●●
◎◎県◎◎市◎◎三二一

取締役

お祝いメッセージを飾れる専用フレーム付きで、内
蔵したマグネットにより、プリザーブドフラワーと
メッセージをセットで飾ることができます。
プリザー
ブドフラワー「一輪のバラ」
と手提げ袋をセットにし
たギフトパックでお届けします。

▼▼株式会社

オリジナル箔押し手提げ袋付き

￥18,150

◯
◯
−
◯
◯
◯
◯
−
◯
◯
◯
◯

電話

プリザーブドフラワー プレミアムロー
ズメッセージ プリザーブドフラワー・

［文例番号２０９１］
１３７文字

東日本エリア限定

9輪の真っ赤なバラを贅沢にアレンジ。

栄えある●●章ご受章を、
心からお祝い申しあげます。
長年のたゆまぬ努力が報いられ、
お慶びもひとしおのことと存じます。
お体ご自愛のうえ、ますますお力を
発揮されますようお祈りいたします。

文例

※一部造花を使用しております。

マナーの
プロが
アドバイス

幸福をもたらすとされる鳳凰の刺しゅう。

刺しゅう 鳳凰

プリザーブドフラワー付き

￥3,300

金色の表紙に雪輪紋、梅の花、鳳凰のデ
ザインの箔押しを施し、中央の窓に二羽
の鳳凰が羽ばたくさまを刺しゅうで表現
しました。真紅のバラ一輪のプリザーブド
フラワーを添えてお届けします。

Q.どのようなときに電報を送ればよいのでしょうか？
A.お取引先さまやお世話になった方が受章(賞)されたときに送ります。
叙勲は年2回、春と秋に内閣府より授与されます。栄えあるご受勲を祝
し、電報でメッセージを送ります。

Q.電報を申込むタイミング（時期）はいつですか？
A.受章(賞)の知らせを聞いたら、すぐに送りましょう。
いち早くお祝いの気持ちをお届けできることから、当日にお届けすることを
おすすめしていますが、遅くとも受章(賞)後10日以内に届くように送りま
す。
この期間を過ぎて知った場合でも送っても問題ありません。
当日配達が
できる
「14時までのお申込み」
を念頭に準備をいただくとよいでしょう。

Q.宛先はどうすればよいのでしょうか？
A.職場またはご自宅宛てに送ります。
職場宛ての場合、テレワークなどで出社されていないケースもあるため、
お届け先は事前に確認しておくとよいでしょう。また、祝賀会などに送る
場合は、事前に会場で受取りが可能かを確認しておくと安心です。
華やかな印象の電報。

おし花 はなやか

プリザーブドフラワー付き

￥2,200

ベージュホワイトの台紙の中心をくり抜
いた円形窓の中に色鮮やかなおし花をあ
しらい、
その周りに金の箔押しを施してい
ます。真紅のバラ一輪のプリザーブドフラ
ワーを添えてお届けします。

Q.気を付けるポイントはありますか？
A.祝電を打つ際は「賞」
と
「章」を間違えないよう注意してください。
叙勲・褒章は国が個人の功績をたたえる制度で「受章」
といいます。祝電
を打つ際は「賞」
と
「章」を間違えないよう事前に確認しましょう。受章さ
れた勲章・褒章の種類を事前にWEBサイトなどで確認しておくと、お祝
いのメッセージに添えることができます。また、お受取りになった方がご
連絡をなさる際にお手間をとらないよう、ご自身の住所や連絡先電話番
号を記載すると親切です。

◎文例はアレンジできます。◎文例中の「●●」等の記号は文字数に含みます。ふさわしい名称や数字を入れてご利用ください。◎別途電報料金（お申込み方法・文字
数等に応じた料金）がかかります。◎プリザーブドフラワーは加工した生花です。
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4

故人を偲ぶ気持ちを、電報で厳かに。

突然の悲報に接し、

誠に痛惜の念でいっぱいです。

ご家族皆様のご心痛いかばかりかと

◎山◎男

お察し申しあげますとともに、

取締役

〒●●● ●●●●
◎◎県◎◎市◎◎三二一

▼▼株式会社

電話

［文例番号７５９０］
１２７文字

◯
◯
−
◯
◯
◯
◯
−
◯
◯
◯
◯

在りし日のお姿を偲び、

文例

心からご冥福をお祈りいたします。

【利用シーン】お悔やみ

お悔やみ

Scene

東日本エリア限定

美しく落ち着きのある、上品なプリザーブドフラワー。

プリザーブドフラワー 祈り

線香「哀星」
・オリジナル箔押し手提げ袋付き

￥18,150

濃淡を効かせた紫色のバラを贅沢に使用し、厳か
な雰囲気を漂わせたプリザーブドフラワーです。
本体の引き出し部はお手持ちのお線香やローソク
などを収納する小物入れとしてもご利用いただけ
ます。線香「哀星」
と手提げ袋をセットにしたお悔
やみ包みとしてお届けします。
※一部造花を使用しております。

マナーの
プロが
アドバイス

Q.どのようなときに電報を送ればよいのでしょうか？

▲

A.以下のようなときに弔電が利用されています。
■職場関係の場合
・取引先の方にご不幸があったとき
・自社の社員・職場の同僚やそのご親族にご不幸があったとき
■個人の場合
・親戚や知人、知人のご家族にご不幸があったとき
家族葬などで後から訃報を知ったときは「電報のマナーとポイント お悔や
み」
（ P.20）をご確認ください。

Q.電報を申込むタイミング（時期）はいつですか？
A.お通夜・葬儀（告別式）の開始時間前に会場に届くように申込みます。

東日本エリア限定

菊の花が美しいうるしの電報台紙。

うるし 菊

線香「哀星」
・オリジナル箔押し手提げ袋付き

￥7,150

伝統工芸のうるし塗りに、菊の花を蒔絵で描いた
高級感のある電報台紙です。漆黒のうるしの上の
繊細な菊の花が、厳かに弔慰をお伝えします。線
香「哀星」
と手提げ袋をセットにしたお悔やみ包み
としてお届けします。

▲

ただし、お届けした際に親族不在で届かない場合や、斎場で受取りができない
（斎場で預かってもらえない）場合があり、持ち戻りとなる可能性がありま
す。お通夜・葬儀（告別式）を知った場合は、なるべく早めに電報を送ること
「電報のマナーとポイント お悔やみ 」（
をおすすめしています。詳細は
P.20）をご確認ください。

Q.宛先はどうすればよいのでしょうか？
A.一般的にお通夜・葬儀（告別式）が行われる場所（個人宅、斎場など）に
喪主宛てに送ります。
社葬のように企業、団体が主催する場合は、部署、葬儀責任者、主催者
（個人またはグループ）宛てといった場合もありますので、確認が必要で
す。また、
ご友人に励ましの意味を込めて送る場合、そのご友人さま宛で
も問題ありませんが、喪主さまのお名前も記載するようにしましょう。

Q.気を付けるポイントはありますか？

▲

A.受取る方がどんな関係の誰から届いた弔電かを判別できるよう、メッ
セージと同時に肩書（恩師の遺族宛ての場合「○○高校○○年卒業生」
など）や、個人、連名、団体、部署やグループ名、ふりがな、住所、電話番号
などを加えておくと、わかりやすく親切です。
その他、注意が必要な言葉などの詳細は
「電報のマナーとポイント お悔やみ」
（ P.20）
をご確認ください。
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故人への哀悼を伝える、厳かなデザイン。

おし花 慕情 線香「哀星」付き

￥4,400

淡い紫を基調とした清楚できよらかな彩りが美しい
おし花の電報台紙です。気品あるおし花とフレーム
の荘厳さの調和がご遺族へ哀悼の思いの深さをお
伝えします。3種の香りをセットにした、
日本香堂製の
煙が控えめなお線香「哀星」
を添えてお届けします。

5

喪中見舞い・法要・お盆等

【利用シーン】喪中見舞い・法要・お盆等

Scene

あらためて故人を思い、哀悼の意を電報で。

新盆を迎えられるにあたり、

あらためましてご遺族の皆様ならびに

社員ご一同様に心からのお悔やみを

申しあげます。御社●●様に生前賜り

ましたご厚情に深く感謝申しあげます

とともに、故人のご功績を偲び、

◎山◎男

〒●●● ●-●●●
◎◎県◎◎市◎◎三二一

取締役

青いバラを中心にランや菊などをアレンジした気品
高いプリザーブドフラワーです。背面の金具を使用
して壁に飾ることもできます。線香「哀星」
と手提げ
袋をセットにしたお悔やみ包みとしてお届けします。

▼▼株式会社

線香「哀星」
・オリジナル箔押し手提げ袋付き

￥14,850

◯
◯
−
◯
◯
◯
◯
−
◯
◯
◯
◯

電話

プリザーブドフラワー 追悼花

［文例番号７７１７］
１５５文字

東日本エリア限定

清楚な色彩が美しいプリザーブドフラワー。

謹んで哀悼の意を表します。

文例

※一部造花を使用しております。

マナーの
プロが
アドバイス

Q.どのようなときに電報を送ればよいのでしょうか？
精巧で美しい七宝焼きの電報。

七宝 哀悼 白百合

線香「哀星」
・オリジナル箔押し手提げ袋付き

￥6,050

深緑を基調としたフレームと銀色の箔押しは、七
宝焼き独特の厳かで美しい色合いをより一層引
き立てます。七 宝 焼き部 分は取り外してコース
ターとしてもご利用いただけます。線香「哀星」
と
手提げ袋をセットにしたお悔やみ包みとしてお届
けします。

A.以下のようなときに弔電が利用されています。
■職場関係の場合
・取引先の方やその身内の方の訃報を葬儀後に知ったとき
・1年の終わりに、
ご不幸のあった社員に対して企業がお偲びの気持ちを伝
えたいとき
■個人の場合
・会話の中や喪中はがき等を通じて知人やその身内の方の訃報を葬儀後に
知ったとき
・お盆・お彼岸の時期に帰省できないとき
・ご不幸のあった知人へ、一周忌や三回忌などの年忌法要や月命日にお偲
びの気持ちを伝えたいとき

Q.電報を申込むタイミング（時期）はいつですか？
A.法要等のタイミングや、後から訃報を知った時に送りましょう。
後から訃報を知った場合は、なるべくすぐに電報を送ることをおすすめし
ています。お線香を添えると、故人やご遺族さまに寄り添う気持ちがより
伝わるでしょう。14時までのお申込みで当日配達が可能です。お送り先
が職場の場合は、平日で受取りが可能なお時間帯に届くようにするなど
の配慮があると丁寧です。法要にあわせて送る場合は、地域やご家庭に
よって時期や迎え方が異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

Q.宛先はどうすればよいのでしょうか？
お仏壇やお参りに欠かせないお線香を添えて。

Q.気を付けるポイントはありますか？
A.不幸が重なることを連想する言葉や死や生を直接表現する言葉は使用
しないのがマナーです。
をご確認ください。
詳細は
「電報のマナーとポイント お悔やみ」
（ P.20）
▲

紺色の表紙の四隅に菊の花の銀色の箔押しを施
し、中央の窓に小菊が連なり咲くさまを刺しゅう
で表現しました。3種の香りをセットにした、日本
香堂製の煙が控えめなお線香「哀星」を添えてお
届けします。

▲

刺しゅう 永菊 線香「哀星」付き

￥3,300

A.ご自宅宛てに送ります。
悩む場合は、事前に送り先を確認しておくと安心です。
法要等の場合は、喪主となるべき個人宅に送るか、直接会場に送るかは、
故人やご遺族との関係を総合して判断します。宛先の詳細は「電報のマ
ナーとポイント お悔やみ」
（ P.20）をご確認ください。

◎文例はアレンジできます。
◎文例中の
「●●」等の記号は文字数に含みます。
ふさわしい名称や数字を入れてご利用ください。
◎別途電報料金（お申込み方
法・文字数等に応じた料金）
がかかります。
◎プリザーブドフラワーは加工した生花です。
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お祝い文例

お祝い文例

人
| 事・叙勲

POINT

この他にも電報申込サイト「D-MAIL」には1,500種類以上の豊富な文例がございます!
▶ https://www.ntt-east.co.jp/dmail/guide/download/

❶ 差出人の氏名（ふりがな）以外に、住所・電話番号・会社名・所属なども入れると、受取る方によりわかりやすくなります。

人事（就任）
● 文例番号 2516 ｜ 79文字

この度の●●へのご就任、心よりお祝い申しあげ
ます。ご健康にご留意の上、一層ご手腕を発揮さ
れますとともに、御社のますますのご発展と、ご
活躍をお祈り申しあげます。
● 文例番号 2513 ｜ 93文字

この度の●●へのご就任、誠におめでとうござい
ます。健康に留意され、一層卓越した手腕を発揮
されることをご期待申しあげますとともに、今後
ますますのご活躍と貴社のご発展を心より祈念
いたします。
● 文例番号 2521 ｜ 78文字

この度のご就任、誠におめでとうございます。新
しいお立場でのご心労も大きいかと存じますが、
今後ともご自愛のうえ、ますますご活躍されます
ことをお祈りいたします。
● 文例番号 2308 ｜ 74文字

この度のご就任、誠におめでとうございます。この
輝く栄誉を心よりお祝い申しあげます。ご健康に
ご留意のうえ、一層ご手腕を発揮されることを祈
念いたします。
● 文例番号 2303 ｜ 38文字

●●ご就任おめでとうございます。ますますのご
健康とご活躍をお祈りいたします。

人事（昇進・栄転）
● 文例番号 2501 ｜ 67文字

ご栄進おめでとうございます。これまで積んでこら
れたご努力の成果と、心よりお喜び申しあげます。
今後一層のご活躍とご健康を祈念いたします。
● 文例番号 2500 ｜ 96文字

この度のご昇進、誠におめでとうございます。運
気をつかみ、ますますご飛躍されることを心より
お祈り申しあげます。これからもお力添えをさせ
ていただければ幸いです。今後とも、よろしくお願
いいたします。
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● 文例番号 2505 ｜ 98文字

この度のご栄進おめでとうございます。ご努力の
成果と、心よりお祝い申しあげます。新しいお立
場でのご心労も大きいかと存じますが、お体を大
切に、どうぞご活躍ください。ますますのご発展
をお祈りいたします。
● 文例番号 2407 ｜ 81文字

ご栄転おめでとうございます。当地でのご大役
に、豊富なご経験を生かされ、卓越したご手腕を
発揮していただけることを期待しております。ご着
任を心よりお待ちしております。
● 文例番号 2403 ｜ 35文字

この度のご栄転を祝し、あわせて今後のご活躍と
ご健康をお祈りいたします。

叙勲・褒章
● 文例番号 2125 ｜ 74文字

この度のご受章、誠におめでとうございます。この
輝く栄誉を心よりお祝い申しあげます。ご健康に
ご留意のうえ、なお一層ご活躍されますことを祈
念いたします。
● 文例番号 2103 ｜ 57文字

●●章ご受章、誠におめでとうございます。心よ
りお喜び申しあげますとともに、今後ますますの
ご活躍をお祈りいたします。
● 文例番号 2101 ｜ 44文字

栄えあるご受章を、心からお祝い申しあげますと
ともに、ますますのご活躍をお祈りいたします。
● 文例番号 2106 ｜ 66文字

栄えある●●章ご受章、誠におめでとうございま
す。お喜びもさぞやと拝察いたします。ますますご
健康でご活躍されますよう、祈念いたします。
● 文例番号 2124 ｜ 82文字

栄えあるご受章を祝し、謹んでお慶びを申しあげ
ます。長年の●●様のご功績が広く認められたこ
とと存じます。これからもお体を大切に、ますます
のご活躍をご祈念申しあげます。

お祝い文例

● ご利用の際は、
「文例番号◯◯◯◯」と、お申込みください。文例の文章は、一部ことばを入れかえてご利用になれます。
● 文例中の「●●」は文字数に含みます。ふさわしい名称や数字を入れてご利用ください。
● 電報のお申込み方法は ▶ 裏表紙をご確認ください。

大会・スポーツ・優勝
● 文例番号 4604 ｜ 57文字

本日の大会を祝し、心よりお喜び申しあげます。
関係各位の並々ならぬご尽力に敬意を表し、大
会のご成功を祈念いたします。
● 文例番号 4904 ｜ 95文字

この度の優勝を祝し、心よりお喜びを申しあげ
ます。選手の皆様の実力はもとより、全社一丸と
なっての応援があってこそと拝察いたします。今
後とも素晴らしいご成果をあげられますことをお
祈りいたします。
● 文例番号 4902 ｜ 77文字

見事、栄冠を勝ちとられ、おめでとうございます。
今日までのご努力が報われたことを、お喜び申し
あげます。この快挙を励みとされ、さらに大きく飛
躍されますように。

開店・開業・開店記念
● 文例番号 4394 ｜ 78文字

この度のご開店にあたり心よりお慶び申しあげま
す。ご商売の繁盛と、今後ますますのご繁栄をお
祈り申しあげますとともに、皆様方のご健勝とご
多幸をお祈りいたします。
● 文例番号 4404 ｜ 57文字

ご開店おめでとうございます。念願成就、お喜び
もひとしおのことと思います。千客万来、商売繁盛
を心から祈念いたします。
● 文例番号 4302 ｜ 50文字

この度は新ビルのご落成、心よりお祝い申しあげ
ます。御社のご繁栄と社員皆様方のご健勝を祈
念いたします。

卒業・入学・合格
● 文例番号 3388 ｜ 82文字

ご卒業おめでとうございます。いよいよ自分の夢
に向かっての新しい一歩を踏み出す時が来まし
たね。自分の力を信じ、優しさと強い心を忘れ
ず、胸を張って歩いていってください。

● 文例番号 3337 ｜ 82文字

ご卒業おめでとうございます。この春からは●●
●になりますね。これまでに培った知識と力で、
さらなる飛躍を期待しています。向上心を忘れず、
目標を持って頑張ってください。
● 文例番号 3188 ｜ 84文字

大
| 会・開店・卒業・選挙

❷ 毛筆縦書（1通につき110円）がおすすめです。一般連絡用向けの横書（明朝体）に比べ、文字が大きいので読みやすく、丁寧な印象になります。

ご入学おめでとう。自分を信じて勉強にスポーツ
に全力で励んで、楽しく悔いのない学生時代を
過ごしてください。一生の宝になるようなお友達
ができるといいですね。応援しています！
● 文例番号 3186 ｜ 74文字

小 学 校 入学 おめでとう。大きなランドセルを
しょってお友達と学校に通う姿が目に浮かびま
す。学校には楽しいことがたくさんありますよ。今
度お話を聞かせてね。
● 文例番号 3101 ｜ 51文字

合格おめでとうございます。健康に注意して、勉
強に、スポーツに励み、悔いのない学生生活を
送ってください。
● 文例番号 3133 ｜ 76文字

合格おめでとうございます。よく頑張りましたね。
その頑張りを自信にかえ、充実した学生生活をお
くってください。限りない未来と可能性が広がる
よう祈っています。

選挙（当選・激励）
● 文例番号 5001 ｜ 33文字

ご出陣おめでとうございます。必勝を期し、ご健
闘をお祈りいたします。
● 文例番号 5100 ｜ 64文字

この度のご当選、誠におめでとうございます。健
康には十分ご留意され今後は地域発展の原動力
として、さらなるご活躍を祈念申しあげます。
● 文例番号 5117 ｜ 81文字

ご当選、誠におめでとうございます。心よりお祝
い申しあげます。今後ますますのご活躍を期待す
るとともに、
くれぐれもご自愛のうえ、ご健闘され
ることをお祈り申しあげます。
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お祝い文例

結婚

結
| 婚・出産・定年・誕生日

ご結婚おめでとうございます。この日の感激をい
つまでも忘れず、長い人生をともに助け合って、楽
しい家庭を築いてください。

ご結婚おめでとうございます。今日の日の感激
はひとしおのことと思います。お互いを思いや
り、ご両親様を大切に、あたたかいご家庭をお
つくりになられますよう、末ながいお幸せをお
祈りいたします。

● 文例番号 1076 ｜ 47文字

● 文例番号 1020 ｜ 68文字

● 文例番号 1011 ｜ 58文字

華 燭のご盛典を祝しますとともに、お二人の新
しい門出にあたり、ご多幸とご健康をお祈りい
たします。
● 文例番号 1262 ｜ 79文字

ご結婚おめでとうございます。新しい人生のス
タートの日を迎えられ、喜びでいっぱいのことと
思います。お二人のこれからの人生に幸多きこと
を心からお祈りしております。
● 文例番号 1253 ｜ 86文字

ご結婚おめでとうございます。新しい人生のス
タートにあたり、これからの長い道のりをお二人
で力を合わせて進まれることを心よりお祈りいた
します。明るく楽しい家庭を築いてください。
● 文例番号 1130 ｜ 91文字

ご結婚おめでとうございます。何事にも誠実に
対応し誰からも慕われるお人柄の●●様 。結
婚 生活も円満に歩んでいかれることと存じま
す。末ながいお幸せとさらなる飛躍を心よりお
祈り申しあげます。
● 文例番号 1256 ｜ 107文字

今、となりにいる人の横顔を見つめる気持ちをい
つまでも忘れないでいてください。いつでも二人
で手をつなぎ、相手のことを愛しく思いながら楽
しく暮らせますように。今日という日、本当におめ
でとう。ご結婚おめでとうございます。
● 文例番号 1250 ｜ 78文字

●●くん、●●さん、ご結婚おめでとうございま
す。この日の感激をいつまでも忘れず、長い人生
をともに助け合って、明るい家庭を築いてくださ
い。いつまでもお幸せに。
● 文例番号 1257 ｜ 101文字

ご結婚おめでとうございます。今日まで育んでき
た愛が見事に実を結びました。これからはお二人
の愛情で、世界に一つだけの花を咲かせてくださ
い。そして、新しい小さな実がたくさんなりますよ
うに…末ながくお幸せに。
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● 文例番号 1258 ｜ 92文字

ご結 婚おめでとうございます。雨にも負けず、
風にも負けず、いつでも笑 顔。優しさいっぱい
のお二人でいてください。新しい門出を祝福い
たします。

出産
● 文例番号 1890 ｜ 81文字

この度のご出産誠におめでとうございます。お子
様の健やかで幸多い成長を、心からお祈り申し
あげます。子育てはこれからが大変かと思います
が、●●一同、応援しております。
● 文例番号 1891 ｜ 102文字

ご出産、本当におめでとうございます。かわいい
赤ちゃんを迎えて幸せいっぱいのことでしょう。
少しの間無理をせず、ゆっくりと休養をとってく
ださいね。ママになったあなたと、赤ちゃんに会
える日を楽しみにしています。
● 文例番号 1892 ｜ 88文字

ご出産おめでとう＆お疲れ 様！無事に出産した
と聞いて安心しました（＾▽＾）これから赤ちゃ
んのお世話で大変だと思うけど、体もゆっくり
休めてね。落ち着いたら赤ちゃんに会いに行き
ます。

定年・退職
● 文例番号 5508 ｜ 83文字

長年お仕事を無事勤めあげられましたことをお祝
い申しあげます。ご在任中はひとかたならぬご厚
情とご指導を賜り、深く感謝いたしております。末
ながいご多幸をお祈りいたします。
● 文例番号 5507 ｜ 58文字

ご定年おめでとうございます。長年にわたりご指
導頂き、ありがとうございました。今後のご健康と
ご活躍をお祈りいたします。

誕生日
● 文例番号 1792 ｜ 79文字

お誕生日おめでとうございます。あなたの温かく、
優しいお人柄にいつも感謝しております。今日は、
思い出に残るお誕生日になりますように…そして、
いつまでもお元気で。
● 文例番号 1788 ｜ 86文字

●●ちゃん、●●才のお誕生日おめでとう！あな
たの笑顔は最高！あなたの笑顔は優しく、いつも
みんなを“ほっと”癒してくれます。ありがとう！！
素晴らしいお誕生日になりますように。
● 文例番号 1795 ｜ 90文字

お誕生日おめでとうございます。今日生まれてき
てくれてありがとう。あなたと出逢えたことが私
の人生の宝物です。これからも健康で美しく、い
い歳を重ねていこうね 。幸せいっぱいきますよ
うに！
● 文例番号 6516 ｜ 54文字

お誕 生日おめでとうございます。この一年が●
●様にとって、たくさんの幸福と可能性に満ち
た日々でありますように。

シーズンのお祝い
● 文例番号 2607 ｜ 55文字

明けましておめでとうございます。早々とお年賀状
をいただきありがとうございます。お互いによき年
でありますように。
● 文例番号 2714 ｜ 69文字

ご成 人おめでとう。これまで育 てていただい
た、ご 両親に感謝されるとともに、今後、社会
人としての責任を果たし、大きく飛躍されんこ
とを祈ります。
● 文例番号 3603 ｜ 70文字

母 の日おめでとう。いつも元 気な 母さんが い
て、いつでもあたたかく迎えてくれる家のある
幸せを感じて、感謝しています。ありがとうの心
をおくります。

● 文例番号 3699 ｜ 89文字

お父さん、いつもありがとう。家 族に優しいお
父さんのことが、みんな大好きです。今日は、
日頃の感謝のキモチを込めて電報を贈ります。
これからも健康に気をつけて、素敵なお父さん
でいてね。
● 文例番号 3942 ｜ 82文字

「敬老の日」といっても、まだまだ若いおじい
ちゃん、おばあちゃん。日ごろの感謝を込めて、今
日は電報で「ありがとう」の気持ちを贈ります。い
つまでも元気でいてくださいね。
● 文例番号 4107 ｜ 47文字

メリークリスマス。きよしこの夜。神の恵みがいつ
もあなたを優しく包んでくれますようお祈りしま
す。

シ
| ーズンのお祝い・サンクスメッセージ

無事にご定年を迎えられたことを心よりお祝い申
しあげます。長年にわたりご努力ご活躍いただき、
お客様そして当社のためご尽力賜り誠にありがとう
ございました。今後の末ながいご健勝とご活躍を
お祈りいたします。

お祝い文例

● 文例番号 5500 ｜ 99文字

サンクスメッセージ
● オリジナル ｜ 73文字

この間の●●、ありがとう！楽しかったね。久々
におなかが 痛くなるぐらい笑ったよ。●●と素
敵な時間を過ごせてとても幸せでした。また一
緒に●●しようね。
● オリジナル ｜ 61文字

この間は●●してくれてありがとう！いつもよくし
てくれて、●●には感謝の気持ちでいっぱいで
す。これからも引き続きよろしくね！
● オリジナル ｜ 49文字

この前は、素 敵なプレゼントありがとう！すご
く嬉しかったです。大事にします！これからも
よろしくね！！
● オリジナル ｜ 81文字

●●とはたくさん遊んだね 。いつもわたしと仲
良くしてくれてありがとう。楽しい思い出いっ
ぱいの●●との日々は私の一生の宝物だよ☆
これからも、時間作って遊びに行こうね 。

ペット向け
● オリジナル ｜ 66文字

●●ちゃんお誕生日おめでとう。元気いっぱいな
●●ちゃんに会うたび、いつも癒されています。ま
たお散歩で会ったらうちの子と仲良くしてね。
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お悔やみ文例

お悔やみ文例
POINT

この他にも電報申込サイト「D-MAIL」には1,500種類以上の豊富な文例がございます!
▶ https://www.ntt-east.co.jp/dmail/guide/download/

❶ 差出人の氏名（ふりがな）以外に、住所・電話番号・会社名・所属なども入れると、受取る方によりわかりやすくなります。

お
| 悔やみ

お悔やみ
● 文例番号 7454 ｜ 93文字

この度は● ● ● 様 の訃 報に接し、何と申し
あげてよいのかお慰めの言葉も見つかりませ
ん。ご家族様のご悲観はいかばかりかと存じ
ますが、一日も早くお心の痛みが 癒えますよ
う、心よりお祈りいたします。
● 文例番号 7593 ｜ 92文字

● 文例番号 7522 ｜ 48文字

ご尊父様のご逝去の報に接し、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。
● 文例番号 7523 ｜ 50文字

ご尊父様のご逝去を、心よりお悔やみ申しあ
げます。在りし日のお姿を偲びつつ、ご 冥 福
をお祈りいたします。

突 然 の 悲 報に、驚きと悲しみでいっぱ いで
す。幾 多のご厚情を思えば、すぐにでも駆け
つけ、最後のお別れに伺わなければならない
のですが、参 列できず 残念です。衷心よりご
冥福をお祈り申しあげます。

● 文例番号 7535 ｜ 74文字

● 文例番号 7513 ｜ 46文字

● 文例番号 7532 ｜ 48文字

● 文例番号 7460 ｜ 70文字

● 文例番号 7591 ｜ 102文字

●●●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。
●●●様のご訃報に接し、心より哀悼の意を
表します。ご家族皆様方のお悲しみをお察し
申しあげますとともに、謹んで故人のご冥 福
をお祈りいたします。
● 文例番号 7506 ｜ 42文字

ご生前のご厚情に深く感謝するとともに、故人
のご功績を偲び、謹んで哀悼の意を表します。
● 文例番号 7459 ｜ 74文字

●●●様のご訃報に接し、お悲しみをお察し
申しあげますとともに衷心より哀悼の意を表し
ます。どうぞ安らかな旅立ちでありますよう、
心からお祈りいたします。
● 文例番号 7508 ｜ 54文字

ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。
ご家族の皆様が心を合わせて、強く生きられま
すようお祈りいたします。

ご母堂様のご急逝を悼み、謹んでお悔やみ申
しあげます。いつも、お優しかったお顔を思い出
し、まだ信じられない気持ちです。心よりご冥福
をお祈りいたします。
ご母 堂 様 のご逝去の 報に接し、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。
● ● 様 のご 逝 去 の 報に接し、悲しい思いで
いっぱいです。優しい笑顔、共に過ごした楽し
かった思い出など在りし日の思い出は尽きませ
ん。安らかにご永眠されますよう、遠くから手
を合わせて、ご冥福をお祈りしております。
● 文例番号 7594 ｜ 89文字

● ● 様 のご逝去の 報に接し、心からお悔 や
み申しあげます。故 人との語りつくせぬ 思い
出で胸がいっぱいです。ご生前のご厚情に深
く感謝いたしますとともに、安らかなご永眠を
お祈りいたします。
● 文例番号 7606 ｜ 64文字

突然の悲報に接し、ご遺族様のお悲しみいかば
かりかと拝察いたします。お別れもできなくて、
残念です。故人のご冥福をお祈りいたします。
● 文例番号 7509 ｜ 50文字

ご逝去の知らせを受け、ただただ、驚いておりま
す。ご生前のお姿を偲び、心よりご冥福をお祈り
いたします。
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お悔やみ文例

● ご利用の際は、
「文例番号◯◯◯◯」と、お申込みください。文例の文章は、一部ことばを入れかえてご利用になれます。
● 文例中の「●●」は文字数に含みます。ふさわしい名称や数字を入れてご利用ください。
● 電報のお申込み方法は ▶ 裏表紙をご確認ください。

❷ 毛筆縦書（1通につき110円）がおすすめです。一般連絡用向けの横書（明朝体）に比べ、文字が大きいので読みやすく、丁寧な印象になります。

● 文例番号 7460 ｜ 70文字

●●●様のご訃報に接し、心より哀悼の意を
表します。ご家族皆様方のお悲しみをお察し
申しあげますとともに、謹んで故人のご冥 福
をお祈りいたします。

● 文例番号 7901 ｜ 95文字

本日、年賀欠礼のお知らせを頂戴し、大変驚い
ている次第です。皆様どうか、お気持ちを強く
持たれますよう心よりお祈り申しあげます。●●
様の在りし日のお姿を偲びつつ、遠方から合掌
させていただきます。
● 文例番号 7716 ｜ 85文字

ご訃報に接し、心から哀悼の意を表します。安
らかにご永眠されますようお祈りいたします。

初盆を迎えられるにあたり、あらためましてお悔
やみ申しあげますとともに、心よりご冥福をお祈
り申しあげます。この度はお伺いすることがかな
わず、遠方より合掌させていただきます。

● 文例番号 7590 ｜ 80文字

● 文例番号 7905 ｜ 98文字

● 文例番号 7507 ｜ 42文字

突然の悲報に接し、誠に痛惜の念でいっぱい
です。ご家族皆様のご心痛いかばかりかとお
察し申しあげますとともに、在りし日のお姿を
偲び、心からご冥福をお祈りいたします。
● 文例番号 7598 ｜ 77文字

●●様のご逝去の報に接し、ご遺族様のお悲
しみいかばかりかとお察しいたします。ここに
謹んでお悔やみ申しあげ、故人の安らかなる
ご冥福を心よりお祈りいたします。

喪中見舞い・法要・お盆 等
● 文例番号 7906 ｜ 106文字

●●様のご逝去に際し、お悔やみも申しあげ
ず失礼いたしました。遅ればせながら、謹ん
でご 冥 福をお祈り申しあげますとともに、心
ばかりのお線香をお送りし、故人を偲びたく
存じます。どうぞご仏前にお供えいただけれ
ば幸いです。

喪
| 中見舞い・お見舞い・ペット向け

家族葬・直葬（火葬式）・後から
訃報を知った場合

このたびはご丁重なご挨拶をいただきまして恐
れ入ります。書面におきまして御社●●様のご
訃報に接し、弊社社員一同謹んで哀悼の意を表
します。ご遺族の皆様並びに社員ご一同様に心
よりお悔やみを申しあげます。
● 文例番号 7803 ｜ 57文字

慰霊祭のご連絡をいただき、哀惜の念にたえま
せん。在りし日のお姿を偲びつつ、故人の安ら
かなお眠りをお祈りいたします。

お見舞い
● 文例番号 5201 ｜ 45文字

この度の災害に対し、心よりお見舞い申しあげま
すとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。
● 文例番号 5206 ｜ 52文字

台風、お見舞い申しあげます。全力をあげて復
旧に努められていると思います。一日も早い再
建を願っております。

● 文例番号 7721 ｜ 119文字

●回忌にあたり、遠方から合掌させていただ
きます。この度はお伺いすることがかなわず
誠に申し訳ございません。心ばかりではござ
いますが、お線香をお送りしますので、ご仏前
にお供えいただければ幸いと存じます。故人
のご生前を偲びご冥福をお祈りします。

ペット向け
● 文例番号 7484 ｜ 85文字

●●ちゃんの訃報に涙が止まりません…。たく
さんの愛情を受けて●●ちゃんは幸せだったと
思います。悲しいときはたくさん泣いてね。●●
ちゃんのご冥福を心よりお祈り申しあげます。
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電報の マ ナ ー と ポ イ ン ト

お取引先の祝賀行事（式典）や結婚のお祝いに

お祝い電報

Q＆A

代表者や役員の就任、結婚のお祝い、新社屋の落成やお披露目、創業○周年、受賞報告など、
お取引先の祝賀行事にお祝い電報を送る際の疑問にお答えします。

お
| 祝い

Q

お祝い電報を送る場合は、いつまでに届くように申
込めばよいのでしょうか？

● 式典や披露宴に送る場合
開始時間前に会場に届くように、余裕を持って
準備しましょう。

A

【開始時間が午前の場合】

Q

結婚のお祝い電報で使ってはいけない言葉、失礼
にあたる言葉はありますか？

別れ、不幸、不吉、死を連想させる言葉、再
婚を連想させる重ね言葉は「忌み言葉」とし
て失礼にあたりますので注意が必要です。

A

【夫婦別離を連想させる言葉】

前日に会場へ届くよう申込みます。ただし、前日が会場の休館日

別れる、切れる、離れる、帰る、終わる、破れる、割れる、

であったり、前日受取りができない会場もありますので、事前に

去る、飽きる、捨てる、冷える、忙しい、壊れる、消える、

会場にご確認いただくことをおすすめします。

降りる、枯れる、嫌う、薄い、疎遠、浅い、憂い、ほどける

【開始時間が午後の場合】

【再婚を連想させる言葉、重ね言葉】

当日の午前中までに会場へ届くよう申込みます。

戻る、繰り返す、再び、再婚、再三、二度、更に、相次いで、

● 昇進・就任など式典を伴わない場合
正式な辞令の発表後、なるべく早く届くように申
込みます。

度々、
くれぐれも、
皆々さま、かえすがえす、重々、
いろいろ、
またまた、
しばしば、次々、わざわざ、たまたま、重ね重ね、いよいよ
【不幸・不吉・死を連想させる言葉】

発表と就任に間が空く場合はそれぞれに送るとより印象が強ま

痛い、負ける、病む、病気、倒れる、倒産、流れる、滅ぶ、

ることでしょう。辞令発表後、お時間が経ってそれを知った場合

死ぬ、亡くなる、四、九、焦る、敗れる、散る、悲しむ、無くす、

などは、就任時に送っても構いません。

塩、シクラメン、シネマ、とんでもない

結婚のお祝いに電報を送る場合は、受取人に新郎・新

A

新郎・新婦お二人のお名前でも、どちらか
一方のお名前でも、問題ありません。

婦お二人の名前を書いても問題ありませんか？また新

婦のお名前は旧姓と新姓のどちらがよいのでしょうか？

みでよいのでしょうか？

差出人はフルネームとし、受取られた方がご
連絡をなさる際にお手間とならないよう、ご
自身の連絡先電話番号や住所を記載しましょう。

A

役職、所属も合わせて記載するとよ
東京都中央区銀座○ー○ー○
株式会社デンポウ
代表取締役社長 電報 太郎（でんぽう たろう）
○三ー○○○○ー○○○○

いでしょう。また、式典等で電報を
披露される場合に、司会者の方が読

Q

お取引先に送る場合、役職によって台紙を変えた方

みやすいようにお名前の後にふりが

がよいでしょうか？

なを記載すると親切です。

ビジネスの場合は送る相手先、差出人の役
職に応じてその役職に合った台紙をそれぞ
れに送るのがよいでしょう。

A

毛筆縦書
（1通につき110円）
がおすす
めです。一般連絡用向けの横書（明朝
体）
に比べ、文字が大きいので読みや
すく、
丁寧な印象になります。

差出人情報

電報を送る前に、あらかじめ準備をしておくとスムーズにお申込みができます。
事前準備

1…式典・結婚披露宴の日時
2…式典・結婚披露宴会場の住所、会場名「○○○の間」など及び電話番号
3…電報を受取る方のお名前
● 電報を初めてご利用になる方、
お相手の方に失礼のない文例かどうか不安な方は、
電話で経験豊富なオペレーターと相談しながら、電報を申込むこともできますので安心です。
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お祝い

仕事上の付き合いの場合は会社名、

東京都 渋谷区 南青山○○ー△△
●●●ホテル
●● ●● 様

的ですが、新居などご自宅宛の場合は新姓とするとよいでしょう。

差出人について（電報を送る方）の情報は、名前の

ご結婚おめでとうございます。
この日の感激をいつまでも忘れず、
長い人生をともに助け合って、楽しい家庭を築いてください。

また新婦のお名前は、結婚式や披露宴がある場合は旧姓が一般

Q

※ レイアウトはイメージです

Q

お悔やみ電報

電報のマナーとポ イ ン ト

訃報を受けたら

Q＆A

訃報を受け、お悔やみ電報を送る際の疑問にお答えします。
お悔やみ電報はいつまでに届くように申込めばよい

例）故電報 一郎様 ご遺族様

のでしょうか？

喪主ではない方に送る場合は、受取人肩書に「◯◯様方」と記載し、実

お
| 悔やみ

Q

際に送られたい方のお名前を記載します。

A

● お通夜・葬儀（告別式）の場合
お通夜まで、遅くとも葬儀（告別式）の前ま
でに届くように申込みましょう。

ただし、お届けした際に親族不在で届かない場合や、斎場で受取
りができない（斎場で預かってもらえない）場合があり、持ち戻
りとなる可能性があります。
お通夜・葬儀（告別式）を知った場合は、なるべく早めに電報を
送ることをおすすめしています。

● 家族葬・直葬（火葬式）
・後から訃報を知った場合
後から訃報を知った場合は、なるべくすぐに電報
を送ることをおすすめしています。宛先はご自宅宛
てに送るとよいですが、悩む場合は、事前に送り先
を確認しておくと安心です。

例）電報 太郎様方 電報 花子様

Q

お悔やみ電報で使ってはいけない言葉、失礼にあた

A

不幸が重なることを連想する言葉や、死や生を直
接表現する言葉は使用しないのがマナーです。

る言葉はありますか？

また仏教以外の宗教で、仏教用語を使うのは失礼にあたります
ので注意が必要です。

【不幸が重なることを連想する言葉】
いよいよ、浮かばれない、追って、返す返すも、重ねて、
重ね重ね、再三、重々、たびたび

【死や生を直接表現する言葉】

Q

お悔やみ電報の宛先はどのように記載したらよいの
でしょうか？

死ぬ、死亡、生存、生きる

【神式やキリスト教式の葬儀に不適切な言葉】
ご愁傷様、冥福、成仏、往生、冥途、供養

A

お悔やみ電報は喪主さまのお名前宛に送る
のが一般的ですので、受取人名に喪主さま
のお名前（フルネーム）を記載します。

例）電報 太郎様

【お悔やみ電報で利用する敬称】
喪主と故人の続柄については、以下の敬称を使用します。

祖父 → ご祖父様、おじい様 / 祖母 → ご祖母様、おばあ様

A

役職、所属も合わせて記載するとよ
いでしょう。また、お葬式などで読
み上げられる際に、差出人の方のお

Q

喪主の方のお名前がわからない場合や喪主ではない方に

A

喪主さまのお名前がわからない場合は、
「故
◯◯様 ご遺族様」などとします。

送る場合は、どのように記載したらよいのでしょうか？

名前の読み方に関するお問合せが増
えております。お名前の後にふりが
なを記載すると親切です。

毛筆縦書
（1通につき110円）
がおすす
めです。一般連絡用向けの横書（明朝
体）
に比べ、文字が大きいので読みや
すく、
丁寧な印象になります。

お悔やみ

仕事上の付き合いの場合は会社名、

※ レイアウトはイメージです

差出人はフルネームとし、受取られた方がご
連絡をなさる際にお手間とならないよう、ご
自身の連絡先電話番号や住所を記載しましょう。

東京都港区南麻布○ー○ー○
株式会社デンポウ
代表取締役社長 電報 太郎（でんぽう たろう）
○三ー○○○○ー○○○○

息子 → ご令息様、ご子息様 / 娘 → ご令嬢様、ご息女様

みでよいのでしょうか？

東京都 台東区 谷中○○ー△△
●●●斎場
●● ●● 様

夫 → ご主人様 / 妻 → 奥様、ご令室様

差出人について（電報を送る方）の情報は、名前の

●●●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、
心からのご冥福をお祈りいたします。

父 → ご尊父様、お父様 / 母 → ご母堂様、お母様

Q

差出人情報

電報を送る前に、あらかじめ準備をしておくとスムーズにお申込みができます。
事前準備

1…お通夜・葬儀（告別式）の日時
2…お通夜・葬儀（告別式）会場〈ご自宅もしくは斎場〉の住所
3…故人のお名前
4…喪主のお名前と、喪主と故人との続柄
5…故人の宗教・宗派

※ご自宅宛の場合、枝番またはマンション名、部屋番号まで
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電報申込サイトのご案内

電報申込サイト
「D-MAIL」のご案内

パソコン▶ https://www.ntt-east.co.jp/dmail/
スマートフォン▶ https://www.ntt-east.co.jp/dmail/s/

「D-MAIL」のメリット
1

2

3

4

簡単に
申込めます。

1,500種類以上の
文例（メッセージ）から
選択できます。

最大で
190円お得です。※

電報台紙と文例（メッセージ）
がセットになった「お 急ぎ 申
込み」なら、最短3分でお申込
み 完了。送り先も住 所・式 斎
場候補から選ぶだけで簡単に
入力できます。

文 例はシーン別にあり、ビジ
ネス文例も豊富。選んだ文例
をお申込み画面で編集もでき
ます。また電報のレイアウトを
入力画面上で確認できるので
安心です。

電話申込みに比べて電報料金
が40円お得。さらにお祝い電
報・お悔やみ電報は、
お届け日の
3日前までに申込むと150円割
引に。最大190円もお得です。
※金額は税抜価格からの割引額
となります。

24時間
申込可能です。
インタ ー ネット環 境 が あ れ
ば 、パソコンやスマ ートフォ
ンからいつでもお申込みでき
ます。14時までのお申込みな
ら、全国当日配達も可能。
（一
部地域を除く）

※掲載の料金は2022年12月までのものです。2023年1月以降、料金等が変更になる予定です。

「D-MAIL」会員のメリット

会員になると、もっと便利！

年会費無料・登録無料

1

会員限定の台紙を
無料でご利用できます。
紙質、サイズ、厚み、すべてにおいて従来の無料台紙よりも
グレードの高い会員限定台紙をご用意しております。

［エレガンス］

2

便利な機能で
サポートします。
ご利用履歴管理・テンプレート管理・最大
200通までの複数の電報発信機能・入力途
中での一時保存の機能等で、電報のお申込
みをサポートします。

「D-MAIL」会員登録方法
●パソコンの場合

https://www.ntt-east.co.jp/dmail/
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［慶び］

［詩情］

3

4

お支払い方法が
選べます。

社内の利用状況を
一括管理。

クレジットカード払い、d払いのほか、NTT
東日本の電話料金と合算払いができます
（電話料金と合算払いするには、電話番号
確認のため、約３～５日かかります）。

部署ごと、
または個人ごとにID設定をする
ことで、社内の電報を一括管理できます。
発信した電報の履歴・お申込内容が確認で
きます
（最大3カ月前のお申込み分まで）。

D-MAILへアクセス後、右のメニューをクリックして「会員登録」をクリック
（タップ）

D-MAIL

検索

●スマートフォンの場合

https://www.ntt-east.co.jp/dmail/s/

掲 載の料 金は 2022 年 12 月までのものです。 2023 年 1 月以 降 、メッセージ料 金 等が変 更になる予 定です。

その他のサービス・ご利用料金

ご利用料金

料金は台紙とメッセージ料金で構成されています。

文字数料金表

電話申込み

●お祝い電報・お悔やみ電報

台紙料金

メッセージ料金
※文字数により異なります。
※その他のサービスは別途オプション料金が発生します。

料金例

台紙料金

刺しゅう 鳳凰
プリザーブドフラワー付き

3,300円の場合

メッセージ料金
1,067円/38文字

●●ご就任おめでとうございます。
ますますのご健康と
ご活躍をお祈りいたします。

合計

●一般電報

4,367円
さらに
おトク！

インターネットからのお申込みで
電話でのお申込みよりも電報料金から40円※1お得に

合計

配達日3日前までのお申込みで
お祝い電報・お悔やみ電報の電報料金が150円※1※2お得に

合計

4,323円
4,158円

※1 税抜金額からの算出となります。
※2 お祝い電報、お悔やみ電報に限ります。

一般電報

連絡用・通知用の電報です。
0円

サイズ：16.5cm×22.5cm

●商品については、
品切れまたは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。●別途電報料金
（お申込み方法・文字数等に応じた料金）
がかかります。

その他のサービス

ご利用いただくサービスによって、金額が追加となります。

毛筆縦書

受取人名連記

配達通知

より丁寧な印象の毛筆風書体で
お届けします。

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）。

発信人に、電話またはFAXで配達した日時を
通知いたします（発信後２カ月以内のもの）。

１通ごとに110円

1名を超える受取人名について、
1名ごとに66円

１件ごとに880円

発信証明

発信人名等問合せ

発信取消

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）。

受取人の請求により、発信人の住所・氏名など
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）。

電報の発信を取消すことができます
（配達日当日の取消はできない場合が
あります）。

1件ごとに1,100円

１通ごとに330円

１件ごとに330円
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お申込み方法

お届け日の1カ月前からお申込みいただけます。
ネットから
「お急ぎ申込み」
を使って、
最短3分で手続き完了！

●会員登録でNTT東日本の電話料金と合算払いができます。クレジットカード払い・ｄ払いによるお支払いは登録なしでお申込みいただけます。

2023年1月10日をもってFAXでの
お申込みは終了とさせていただきます。

困ったときは？

?

電報申込サイトD-MAILの操作にお困りなら
操作方法のマニュアルがダウンロードできます。
トップページ

ご利用ガイド

各種ダウンロード

●電報のお申込み方法・便利な機能

操作マニュアル

会員情報操作マニュアル

お客さまから多くいただくご質問とその回答をご用意しています。
「よくあるご質問」をご確認ください。
トップページ

?

ご利用ガイド

よくあるご質問

電報のお問合せ

お気軽にお問合せください！

オペレーターが丁寧にお答えします。

受付時間（年中無休）
：8時～19時

0120-799-115

（通話料無料）

※D-MAIL会員登録等のお問合せは8時～17時となります。※この番号から電報のお申込みはできません。

マナーコラム監修者紹介

マナー コンサルタント

西出ひろ子

真心マナー ®とおもてなし礼法 ®で心を贈るマナーの第一人者。
NHK大河ドラマのマナー指導など著書監修本は国内外で
85冊以上。

●掲載の料金は2022年12月までのものです。2023年1月以降、
メッセージ料金等が変更になる予定です。
●掲載内容はNTT東日本の営業エリア
（北海道、
東北、関東・甲信越地区）
のものです。●複数の商品をお買い求めいただいた場合、
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
総額で1円未満がある場合は、切捨てさせていただきます。
●商品のデザインは予告なく変更することがあります。
●プリザーブドフラワーDENPO・おし花電
報は生花を加工して使用しているため、掲載写真と異なる場合があります。
●販売終了、天災などの事情によりお届けできない地域がございます。
●プリザー
ブドフラワーDENPO、
キャラクター電報、
キャラクターパックDENPO、七宝電報、
ベーシック電報は東日本電信電話株式会社／西日本電信電話株式会社の
登録商標です。●刺しゅう電報、
おし花電報は日本電信電話株式会社の登録商標です。●その他、掲載の社名、商品名、
サービス名、
ロゴマークなどは、
それ
ぞれ各社の商標または登録商標です。
●記載の情報は2022年10月現在のものです。
●発信した電報を取消す場合は330円／通が発生します。

K22-01719【2210-2212】

