
２０２０年１０月２８日 

 

お客様各位 

 

FAX による電報お申し込みの変更について 

 

 
 平素は NTT 西日本の電報サービスをご利用いただきまして誠にありがとうござい

ます。 

 この度、電報を受け取られました方からの「差出人様にご連絡をとりたい」という

ご要望にお応えするために、2020 年 12 月 9 日（水）受付分より、お届けする電報

メッセージとは別に、差出人様のご連絡先等を記載しました「送り状」を同封できる

こととなりました。 

 これに伴い、「電報お申し込み用紙」に「送り状」の記載欄を設ける等、様式を一

部変更させていただくこととしましたのでお知らせいたします。 

 また、これに併せまして、FAX による電報受付機能の一部も変更させていただくこ

ととしましたので、併せてお知らせいたします。 

 NTT 西日本では、お得で便利なインターネットによる電報受付サービス「ビジネス

D-MAIL」をご用意しております。この機会に、是非「ビジネス D-MAIL」のご利用

もご検討いただきたいと存じます。 

 今後も引き続き、NTT 西日本の電報サービスをご利用いただきますよう、よろしく

お願い申しあげます。 

 

記 

  

１．「電報お申し込み用紙」の変更 

 

 （１）主な変更点 

   ① お届け先住所欄への郵便番号の追加 

   ② 「整理通番」欄の廃止 

   ③ 「送り状」欄の新設 

     （「送り状」につきましては【別紙１】をご参照ください） 

 

 （２）新様式 

    【別紙 2】のとおりです。 

  



２．電報お届け台紙コードの変更 

 

  電報お届け台紙のコードを【別紙３】のとおり変更させていただきます。 

  変更内容： 

   ①明朝体（横書き）コードと毛筆（縦書）コードの統一化 

   ②統一化後のコードは、現行の明朝体（横書き）コードとし、先頭に０を付加

（３桁⇒４桁化） 

 

３．FAX による電報受付機能の一部変更 

 

 （1）自動到着通知機能の廃止 

    電報お申し込み用紙の FAX 到着を自動でお知らせする「自動到着通知機能」

が廃止になります。 

 

 （2）電報料金通知機能の変更 

    電報料金通知機能をご利用のお客様におかれましては、以下のとおり料金 

通知のフォーマット等が変更となります。 

   ■現 在 電報のお申し込み単位毎に料金通知書を送信 

   ■変更後 お客様の会員番号毎にまとめて料金通知書を送信（１時間毎に発行） 

    料金通知書の変更点につきましては【別紙４】をご参照ください。 

  

４．変更年月日 

   2020 年 12 月 9 日（水）受付分より新様式での運用、及び一部機能の変更を

開始させていただきます。 

 

 

 

 以上 

 

 

   【お問い合わせ先】 

     NTT 西日本 電報サービスセンタ FAX 受付担当 

     お問い合わせ番号：0120-077-115（受付時間：年中無休 8:00～19:00） 



電報台紙に添付される用紙のイメージ（送り状の記載イメージ）

「送り状」とは、電報台紙の梱包ビニールシートに添付される宛名票の

差出人情報のことです。

電報のメッセージとは別に、差出人様の会社名や連絡先等の情報をお届

けする際に確認できるようにいたしました。

※「送り状」の記載は電報の差出人様の任意です。差出人様が「送り状」の記載を

希望されなかった場合、「送り状」は記載されません。

【別紙１】 送り状とは

お届け先
東京都 中央区 電報町 １－２３４－５６７

株式会社電報カンパニー
営業ソリューション事業部
部長 電報 太郎 様

送り状
電報サービス株式会社
総務課 秘書室
０６－１２３４－５６７８

お届け台紙名『祝福 松竹梅』
お届け日 １０月０１日午前
電報番号１２３４－１２３４５ ＮＴＴの電報に関するお問合せ先

０１２０－６３４－６７９【無料】

こちらが「送り状」です



（新）電報お申し込み用紙【様式１】 入力例

■新設
郵便番号
記入欄

■廃止
整理通番
記入欄

■変更
電文欄
５⾏→６⾏

■新設
送り状
記入欄

送信枚数等
記入欄

コード
一覧表参照

【別紙2】



下記一覧表をご確認いただき、電報お申込み用紙の台紙コード欄へコード番号をご記入ください。

■お祝い電報 ■お悔やみ電報

お届台紙名 金額（税込）
（新）

台紙コード

エリア
限定
※

お届台紙名 金額（税込）
（新）

台紙コード

エリア
限定
※

プリザーブドフラワー「ラグジュアリーローズフレーム」 ¥16,500 0882 プリザーブドフラワー「ローズメモリアル」 ¥16,500 0718

プリザーブドフラワー「オルゴールローズボックス」 ¥11,000 0878 プリザーブドフラワー「追悼花」 ¥13,200 0634

プリザーブドフラワー「ローズクリアフレーム」 ¥9,350 0876 プリザーブドフラワー「想藍」 ¥8,800 0628

ラブリーアートフレーム＆ラブリーパック ¥7,810 0560 線香「紫薫」 ¥6,600 0650

ミッキーマウス（ラブリー）＆ミニーマウス（ラブリー） ¥6,160 0554 うるし「菊」 ¥5,500 0538

フローラルバスボックス ¥5,500 0858 線香「特撰　想ひ」 ¥4,400 0626

うるし「鶴」 ¥5,500 0536 七宝「哀悼　白百合」 ¥4,400 0618

ミッキーマウス（ラブリー）＆ラブリーアートフレーム ¥4,730 0556 おし花「慕情」 ¥3,300 0200

ミニー-マウス（ラブリー）＆ラブリーアートフレーム ¥4,730 0558 刺しゅう「心藍」 ¥2,750 0378

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 0704 刺しゅう「永菊」 ¥2,200 0366

プリザーブドフラワー「クリアフラワー」 ¥3,300 0856 刺しゅう「つゆ菊」 ¥1,650 0364

七宝「らん」 ¥3,300 0602 おし花「面影」 ¥1,100 0198

おし花「七彩」 ¥3,300 0058 おし花「静心」 ¥550 0054

書道アート「夢・つなぐ」 ¥2,750 0752 「悼」 ¥0 0990

ミニオン（パーティー） ¥3,300 0532 ● プリザーブドフラワー「ローズメモリアル」＜線香（哀星）付き＞ ¥17,600 0788

ミッキーマウス（ラブリー） ¥3,080 0550 プリザーブドフラワー「追悼花」＜線香（哀星）付き＞ ¥14,300 0786

ミニーマウス（ラブリー） ¥3,080 0552 プリザーブドフラワー「想藍」＜線香（哀星）付き＞ ¥9,900 0782

くまのプーさん(はちみつだいすき） ¥3,080 0530 うるし「菊」＜線香（哀星）付き＞ ¥6,600 0806

刺しゅう「バラ（ハンカチ）」 ¥2,750 0322 七宝「哀悼　白百合」＜線香（哀星）付き＞ ¥5,500 0804

刺しゅう「鳳凰」 ¥2,200 0312 おし花「慕情」＜線香（哀星）付き＞ ¥4,400 0798

ハローキティ（ラベンダーハート） ¥2,200 0700 刺しゅう「心藍」＜線香（哀星）付き＞ ¥3,850 0764

ディアダニエル（ラベンダーハート） ¥2,200 0702 刺しゅう「永菊」＜線香（哀星）付き＞ ¥3,300 0760

刺しゅう「祝福　松竹梅」 ¥1,650 0302 刺しゅう「つゆ菊」＜線香（哀星）付き＞ ¥2,750 0756

おし花「はなやか」 ¥1,100 0034 おし花「面影」＜線香（哀星）付き＞ ¥2,200 0774

クレパス　デザイン　ＤＥＮＰＯ ¥1,100 0748 ◆ おし花「静心」＜線香（哀星）付き＞ ¥1,650 0768

おし花電報「ハーモニー」 ¥550 0032 「悼」＜線香（哀星）付き＞ ¥1,100 0796

「カトレア」 ¥0 0978

ラブリーアートフレーム＆ラブリーパック（プリザーブドフラワー付き） ¥8,910 0178 ■一般電報

ミッキーマウス（ラブリー）＆ミニーマウス（ラブリー）（プリザーブドフラワー付き） ¥7,260 0172 お届台紙名 金額（税抜）
（新）

台紙コード
エリア限定

うるし「鶴」（プリザーブドフラワー付き） ¥6,600 0336 「ブルー」 ¥0 0998

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）
(プリザーブドフラワー付き） ¥5,280 0150

七宝「らん」（プリザーブドフラワー付き） ¥4,400 0346

おし花「七彩」(プリザーブドフラワー付き) ¥4,400 0014

ミニオン（パーティー）（プリザーブドフラワー付き） ¥4,400 0116 ●

ミッキーマウス（ラブリー）（プリザーブドフラワー付き） ¥4,180 0110

ミニーマウス（ラブリー）（プリザーブドフラワー付き） ¥4,180 0112

くまのプーさん（はちみつだいすき）（プリザーブドフラワー付き） ¥4,180 0114

刺しゅう「バラ（ハンカチ）」（プリザーブドフラワー付き） ¥3,850 0328

刺しゅう「鳳凰」(プリザーブドフラワー付き) ¥3,300 0332

ハローキティ(ラベンダーハート）(プリザーブドフラワー付き） ¥3,300 0100

ディアダニエル(ラベンダーハート）（プリザーブドフラワー付き） ¥3,300 0102

刺しゅう「祝福　松竹梅」(プリザーブドフラワー付き) ¥2,750 0320

おし花「はなやか」(プリザーブドフラワー付き) ¥2,200 0012

おし花「ハーモニー」(プリザーブドフラワー付き) ¥1,650 0010

「カトレア」(プリザーブドフラワー付き) ¥1,100 0350

電報　お届け台紙一覧表(税込表示）

2020/10/1現在

■ 電報のお申込みには、電報台紙料以外に文字数に応じた電報（メッセージ）料が別途

必要となります。

■ 台紙コードについては、明朝体（横書き）と毛筆体（縦書き）コードを統一します。

現行の明朝体（横書き）の台紙コードの先頭に「０」を付した４桁のコードを新しい

台紙コードとさせていただきます。

■ 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。

※ エリア限定商品について

●・・・配達エリア限定商品

お届け先が西日本エリア及び東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県でのお届けに限定

した商品です。

◆・・・西日本エリア限定商品

西日本エリア（富山県、岐阜県、静岡県以西の３０県）での申込み・お届けに 限定した

商品です。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。

【別紙３】



印刷日時 ２０２０／１０／０６ １５：３０ １／１
会員番号１００００００２ 電報サービス株式会社 総務課 秘書室様

お知らせ：この「電報料金のお知らせ」のお届け先欄及び差出人欄につきましては、
末尾より７文字（スペース・「様」を含む）までの記載となりますのでご了承願います。

電報料金のお知らせ

受付日付 受信 受信 電報 整理通番 お届け先 差出人 字数 電報料金 電報料金
時間 枚数 通数 （税込み）

2020/10/06 15：01 1枚 1通 123 電報一太郎様 ＦＡＸテスト１ 52 4,240円 4,664円
2020/10/06 15：01 1枚 1通 123 電報二太郎様 ＦＡＸテスト２ 52 4,240円 4,664円

合計 2枚 2通 8,480円 9,328円

上記の料金は、０６１２３４５６７８ へ請求させていただきます。

発信元：ＮＴＴ西日本 電報事業部 お問合せ電話番号０１２０－０７７－１１５

印刷日時 ２０２０／１２／０９ １５：００ １／１
会員番号１００００００２
電報サービス株式会社
総務課 秘書室 様

お知らせ：「電報料金のお知らせ」のお届け先欄及び差出人欄につきましては、末尾より
７文字（スペース・「様」を含む）までの記載となりますのでご了承お願いいたします。

電報料金のお知らせ

受信ＩＤ 電報 お届け先 差出人 字数 電報料金 電報料金
通数 （税込み）

4120900001 2通 電報 一太郎様 ＦＡＸテスト１ 30 3,790円 4,169円
電報 一太郎様 ＦＡＸテスト２ 30 3,790円 4,169円

4120900006 2通 電報 二太郎様 ＦＡＸテスト１ 30 3,790円 4,169円
電報 二太郎様 ＦＡＸテスト２ 30 3,790円 4,169円

4120900022 2通 電報 三太郎様 ＦＡＸテスト４ 25 3,700円 4,070円
電報 三太郎様 ＦＡＸテスト５ 25 3,700円 4,070円

合計 6通 22,560円 24,816円

上記の料金は、０６１２３４５６７８ へ請求させていただきます。

発信元：ＮＴＴ西日本 電報事業部 お問合せ電話番号０１２０－０７７－１１５

【別紙４-1】 料⾦通知フォーマットの変更
【現⾏のフォーマット】（電報のお申し込み単位毎に送信）

【2020年12月9日(水)以降のフォーマット】
（１時間毎、会員番号毎にまとめて送信）

 2020年12月9日(水)以降の受付分より電報料⾦通知フォーマットの「受信日付」「受信時間」「受信枚数」
「整理通番」の項目は廃⽌させていただきます。

 それ以外の項目については、現⾏と同様です。なお、受信月日は「受信ID」上2桁目〜5桁目に表示させてい
ただきます。

1回のFAX送信（申込み）で
電報を２通申し込まれた場合
の例です。

１時間内に2通ずつ３回FAX
送信（申込み）された場合の
例です。

受信ID(10桁)の「上2桁目〜5桁目」に申込み
の受信月日を表示します。(赤字部分です)



料⾦通知の送信タイミングが以下のとおり変更となります

【現 ⾏】・・・・・電報のお申し込み単位毎に送信
⇒弊社において電報の登録が終わった時点で料⾦通知書を送信

【変更後】・・・・・１時間毎、会員番号毎にまとめて送信（定時送信）
⇒同一会員様から、下表の「弊社での電報登録時間」に複数回

FAX送信（申込み）された場合、１枚の料⾦通知書に一括
記載させていただきます。

■変更後の具体的な料⾦通知書の送信例

弊社での
電報登録時間

料⾦通知の
送付タイミング

8:00~8:59 9:00
9:00~9:59 10:00

10:00~10:59 11:00
11:00~11:59 12:00
12:00~12:59 13:00
13:00~13:59 14:00
14:00~14:59 15:00
15:00~15:59 16:00
16:00~16:59 17:00
17:00~17:59 18:00
18:00~18:59 19:00

【別紙４-2】 料⾦通知書の送信タイミングの変更

【ご留意事項】
一度に複数の電報をお申込み

いただいた場合で、左表の「弊社
での電報登録時間」を跨って弊社
で電報を登録せざるを得なかった
場合、それらの料⾦通知の送信
タイミングが当該時刻と翌時刻の
２回に分かれる場合があります。


