
 
                                                        平成 22 年 11 月 16 日 
 

新たな慶祝用電報台紙 
「くまのプーさん 3D メロディ」等の販売開始について 

～ＮＴＴオリジナルデザイン初の３Ｄ台紙～ 
 
 

 
■ ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本（以下、ＮＴＴ東西）は、新たに慶祝用電報台紙「くまのプーさん 3Ｄメロディ」（以

下本商品）、「キャラクターメロディパック くまのプーさん（スマイル）＆くまのプーさん 3Ｄメロディ」を、平成 22
年 12 月 1 日（水）より全国で販売開始します。 

■ 本商品では、仲間たちにお祝いされて幸せそうな「くまのプーさん」が浮き出て見え、ハンドベル調の優しいメ

ロディが、大切な方のお祝いシーンを和やかに演出します。昨年 2 月 13 日から販売を開始し、お客様よりご

好評をいただいている「くまのプーさん（スマイル）」とセットでも販売いたします。 
■ 本商品はＮＴＴオリジナルデザイン初の 3Ｄ台紙であり、誕生日などのお祝いをはじめ、結婚、出産、記念日、

クリスマス、成人式など、様々なシーンでご利用いただける電報台紙です。 
 
 
 

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

 
※写真は、向かって左から「くまのプーさん3Ｄメロディ」、「くまのプーさん（スマイル）」です。 

 
1．開発背景 

昨今、3Ｄ対応映画のヒットなど「画像が浮き出て見える」商品が注目を集めている中で、お客様からは「話

題になる台紙を贈ってみたい」というご要望を多くいただくとともに、大人の女性に贈るキャラクター台紙やお

祝い全般に利用できるメロディ付きの台紙があると良いというご意見も多く寄せられました。 
本商品は、動きのある画像を制作できる印刷方法によって絵が浮き出して見えることに加え、可愛らしい

「くまのプーさん」のキャラクターを活かしつつ、はちみつ色の優しい色合いやハート・蝶などのイラストをレイ

アウトし、ハンドベル調のメロディがお祝いを演出するなど、お客様から寄せられたご意見を参考に開発した

ものです。   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2．概要 

 メロディＤＥＮＰＯ キャラクターメロディパック※1 

商品名 くまのプーさん 3Ｄメロディ 
くまのプーさん（スマイル）※2＆ 

くまのプーさん 3Ｄメロディ 

販売価格 
電報台紙料金 2,000 円 

（税込 2,100 円） 
＋電報料※3 

電報台紙料金 3,800 円 
（税込 3,990 円） 

＋電報料※3 

受付・配達地域 全  国 

受付開始日 平成 22 年 12 月 1 日（水） 

配達開始日 平成 22 年 12 月 1 日（水） 

 
※1 電報メッセージは 1 通のみのお届けとなります。 
※2 くまのプーさん（スマイル）は、平成 21 年 2 月 13 日より販売中の商品です。 
※3 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、別途消費税がかかります。詳細は以下ＵＲＬにてご確認ください。 

・ＮＴＴ東日本 http://dmail.foo.ne.jp/service/ryokin/ryokin.html 
・ＮＴＴ西日本 http://dmail.denpo-west.ne.jp/p/pages/design/common/html/c8-a_p.html 

     
 
3．特長 
（1）くまのプーさん 3Ｄメロディ 

  

くまのプーさんの森の仲間たち（ピグレット、ティガ

ー、イーヨー）がくまのプーさんをお祝いしている姿

が浮き出して見える３Ｄカード型の電報です。ボタ

ンを押すと、ハンドベル調の優しいメロディ（１曲）

が流れます。 
 
【サイズ】19.0×25.0×1.0cm 
【曲名】くまのプーさん 

           【開き】                    【閉じ】 
 
 

（2）キャラクターメロディパック くまのプーさん（スマイル）＆くまのプーさん 3Ｄメロディ 

    

くまのプーさん 3Ｄメロディと、くまのプーさん（ス

マイル）をセットにして、ラッピング袋に入れてお届

けします。 
＊電報メッセージは 1 通のみのお届けです。くまのプーさん

（スマイル）の筒にメッセージをお入れします。 
 

【くまのプーさん（スマイル）サイズ】高さ約 21cm 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4．お申し込み※4、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。一般加入電話※5、ひかり電話（電話サービス）、携帯電話※6 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。
※7） 

 
※4 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。 
※5 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、

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。 

※6 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。 
※7 「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。 

 
・【別紙】電報のお申し込み方法について 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
（別紙） 

電報のお申し込み方法について 
■一般加入電話・ＩＰ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。 

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東西の一般加入電話、ひかり電話（電話サービス）の他、以下の通信事業者様の一般加入電話か

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。 
＜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ｍｏｖａ、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。 

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（税込 42 円）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。 
 

http://www.ntt-east.co.jp/dmail/
http://www.ntt-west.co.jp/dmail/
http://www.ntt-east.co.jp/dmail/i/
http://www.ntt-west.co.jp/dmail/i/

