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。

11

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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