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。

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

￥2,501 〜 ￥3,500

¥0～¥2,500

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

くまのプーさん
（はちみつだいすき）
￥3,080

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

プー：高さ 約21.5cm
ピグレット：高さ 約18.0cm

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

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

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。

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

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

￥0

16.5cm×22.5cm

高さ 約21.0cm

D-MAIL会員限定

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。

エレガンス
￥0

18.5cm×23.3cm

※一部電報台紙・配達地域
を除きます。

お届け地域限定

￥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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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。

Greeting Denpo
ー カジュアルにも使える電報 ー

慶び

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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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。

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。

￥2,501 〜 ￥4,500

16.6cm×22.5cm×1.2cm

七宝
哀悼 白百合
￥4,400
22.5cm×16.5cm

￥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。

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

22.5cm×16.5cm

23.5cm×10.0cm×8.2cm

22.5cm×16.5cm

D-MAIL会員限定

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。※
悼

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

￥0

16.5cm×22.5cm

※一部電報台紙・配達地域
を除きます。

￥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

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。

お悔やみ電報台紙の
詳細はコチラ

ペット向け線香
お花の香り
￥1,650

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

▼▼

ペットを愛する方へのお悔やみ電報

詩情

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/

● 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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