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佐川ヒューモニー株式会社

ＩＤ・パスワード

VERY CARD サービスへのログインID・パスワードは

こちらに記載しておきましょう。

VERY CARD へログインするには…

http://keicho.net/

I D
パスワード

：

：
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佐川ヒューモニー株式会社

企業ログインページ（管理画面TOP）
ログアウトはこちらから• 法人会員様に便利にご利用いただけるメニューをご用意しております。

祝電商品のみのページに移ります。
（page.4）

祝花商品のみのページに移ります。
（page.4）

弔電商品のみのページに移ります。
（page.4）

弔花商品のみのページに移ります。
（page.4）

電報・生花の利用場面ごとのオスス
メ商品のページに移ります。

クリックするとさらに商品が
表示されます

Page.3

クリックすると商品写真が大きく表示さ
れます。
そのままお申し込みに進むこともできま
す。

2,090円



佐川ヒューモニー株式会社

カテゴリーページ
• 各カテゴリーごとのメニューページをご用意しております。

弔電

弔花

祝電

祝花
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佐川ヒューモニー株式会社

企業ログインページ（申込関連メニュー）

それぞれのカテゴリーページに移ります

ご利用用途を選択するとお勧めの台
紙や文例が自動で表示され、初めて
の方でも簡単にお申し込みができます。
※詳しいご利用方法はページ内のマ
ニュアルをご確認ください。

複数通の電報を同時に申し込みでき
ます（ page.28-30）

VERY CARDのページからNTT
電報の注文ができます。
お急ぎの電報や14時以降のサプライ
ズ便対象外の地域への当日配達に
（ page.24-26）

お申込みの途中で一時保存をしたも
のを再開できます。
※詳しいご利用方法はページ内のマ
ニュアルをご確認ください。

事前に登録をしたテンプレートを使い
お申し込みに進むことができます。

お急ぎの電報や14時以降の
当日配達に＜サプライズ便＞
(page.22)

お急ぎの電報や14時以降の
当日配達に＜サプライズ便＞
(page.22-23)
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企業ログインページ（管理メニュー）

佐川ヒューモニー株式会社

ご登録情報の変更ができます
（page.31）

ユーザーの登録・編集ができます
（ page.32）

お問い合わせの場合はこちらからお
願いします
FAQもご用意しております

テンプレートやオリジナル文例、差出
名、お届け先の登録・編集・削除が
できます（ page.32-33）

お申し込み後の一部内容変更・
キャンセルができます（page.27）

お届け先住所から商品別の締切時
間、お届け日時確認ができます

13ヶ月前までのご利用履歴をご確
認いただけます（page.21）

【重要】
ご請求書の出力はこちらから
（page.31）

サブアドレスの事前登録ができます
（ page.32）
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佐川ヒューモニー株式会社

商品カテゴリ

ご希望の電報の種類、ご予算に
チェックを入れて検索ボタンをク
リックしてください。

用途やご予算からお選びいただくことも可能です。

Page.7

• 各種電報シーンに合わせた豊富なラインナップをご用意しております。

アレンジメントフラワーのみ
VERY CARDとセットでのお
申し込みになります。

お申し込みしたいカテゴリーを
選んでクリックしてください。

スタンド花・供花・胡蝶蘭・
観葉植物は単品でのお申し
込みになります。



通常申し込み① VERY CARDを申し込む

1. 目的に合わせて商品を選択してください。

2. カード（商品）の選択
➢ ご希望のカードの＜申し込み＞をクリックします。

➢ 目的、用途に応じた多数のカードをご用意しております。

佐川ヒューモニー株式会社

VERY CARDを選んだ場合

商品詳細

目的に合わせてご希望の商品カテゴリをクリックしてください。

Page.8

お好きなカード（商品）の＜申し込み＞をク
リックしてください。
商品画像または＜商品詳細＞を押すと様々
な角度の商品画像などがご確認いただけます。



通常申し込み② お届け先情報の入力-1

佐川ヒューモニー株式会社

７桁の郵便番号から検索、
もしくは都道府県から順に選
択して入力することができま
す。

Ⅰ
Ⅰ

3. 四種類の方法でご入力いただけます。

郵便番号からの住所検索も可能です。
【郵便番号について】
企業・式場・ホテル等、事業所指定の郵便番号
の場合、郵便番号で検索すると、該当する住所
がないと表示されます。その場合は、プルダウンよ
りご選択ください。
（プルダウンで選択した際は、日本郵便にて住
所に割り当てられた郵便番号が表示されます。お
届けに支障はありませんのでご安心ください。）
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通常申し込み② お届け先情報の入力-2

佐川ヒューモニー株式会社

Ⅱ

フリーテキストで入力するこ
とができ、該当箇所へ自動で
反映します。

[？]をクリックするとご利用
方法のムービーがながれます。

Ⅱ
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通常申し込み② お届け先情報の入力-3

佐川ヒューモニー株式会社

Ⅲ

事前に登録した宛先一覧から選択
することができます。
（Page.33参照）

をクリックすると該当箇
所へ入力されます。

Ⅲ
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通常申し込み② お届け先情報の入力-4

佐川ヒューモニー株式会社

Ⅳ

事前に登録したテンプレート
から住所情報を引用すること
ができます。
（Page.32参照）

をクリックすると
該当箇所へ入力されます。

Ⅳ
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① 住所は、番地まで正確にご入力ください。番地がない地域は「番地なし」とご入力ください。

② ビル名、マンション名、特に部屋番号や階層については、必ずご入力いただくようお願いします。

③ 式場宛ての場合は式場名を、会社宛ての場合は企業名を必ずご入力ください。

④ 電話番号が不明な場合のみ、「0」を10ケタご入力ください。

⑤ 連名や文字数が足りない場合は２行目をご利用ください。
※2行目の敬称の選択漏れのないようにご注意ください。

ご葬儀の場合は、喪主様のお名前がわかるようにご入力ください。

⑥ 故人名：おわかりになる場合にご入力ください。

通常申し込み② お届け先情報の入力-5

佐川ヒューモニー株式会社

①

例） ○○（ご葬家名）家気付 △△（受取人名）様
○○（喪主名）様方 △△（受取人名）様 など

ホテル・会場等へ総会やパーティ宛の場合、受取人名だけでなく式典名もご入力ください。

4. お届け先情報の詳細入力
（必須項目にご注意ください）

②

③

④

⑤

⑥
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通常申し込み② お届け先情報の入力-6
5. 参考情報・お届け希望日時を入力します。

入力いただいたお届け希望日時までにお届けします。

佐川ヒューモニー株式会社

【NTT電報申込代行のお申し込みについて】
NTT電報での代行申し込みを受付けます。VERY CARDで届けられない地域や時間帯の場合、ご利用ください。
※本マニュアル後半に利用説明がございます。（⇒page.24-26）

式典あての場合 通夜・告別式、結婚式、入学式など電報の読上げがあるような式典への手配をご希望の場合

① 用途をプルダウンより選択
プルダウンにない場合は「その他」を選び右の欄にご入力ください。

② 「式典あり」 をチェックしてください。
③ 式典開始日時をご入力ください。
④ 参考情報をもとに推奨日時が自動的に反映されます。

ご確認の上、問題ない場合は次の画面へお進みください。
お客様ご自身で変更も可能ですので、必要な場合は変更してください。

※式典開始までにお届けのお約束が出来ない場合は下記のようなエラーを表示します。

式典がない場合

① 用途をプルダウンより選択
プルダウンにない場合は「その他」を選び右の欄にご入力ください。

② 「式典なし」 をチェックしてください。
③ お届けをご希望の日時をご入力ください。

※式典開始日時の入力は不要です。

就任祝・受章祝、誕生日や記念日など、
会社やご自宅あての場合

用途別のお届け希望日時の入力ポイ
ントを表示します。ご参考ください。
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・テンプレートから選択する場合
をクリックします。

テンプレートを選び「申込」をクリックします。
予め登録した（レイアウト・書体・あて名・メッセージ本文・差出名）が
反映されます。
※商品・お届け先は反映されません。（テンプレート登録 ⇒page.32）

通常申し込み③ メッセージ情報の入力-1

佐川ヒューモニー株式会社

一部旧字・外字等は使用できません。
詳細はこちらよりご確認ください。

①

②

③

① 「横書き」「縦書き」ご希望のレイアウトを選択してください。

② ご希望の書体を選択してください。

③ あらかじめ前頁で入力したお受取人名（お届け伝票あて名）が反映されます。

6. レイアウト・書体・あて名を入力します。
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通常申し込み③ メッセージ情報の入力-2

佐川ヒューモニー株式会社

④本文は１行35文字×10行で最大350文字。
35文字で自動改行されますが、お客様ご自身で改行
も可能です。
ご入力内容がそのまま印字されます。

⑤予めよく使う差出名（社長名、支店長名等）を登録
しておけばプルダウンで簡単に選択できます。 ※ログイン
後のTOPページの【差出名登録】から差出名登録できます。
ご利用方法は巻末をご確認ください。（⇒page.32）

⑥懸賞電報の利用を選択いただけます。（祝電のみ）
「利用する」を選択した場合は、メッセージ台紙に懸賞電
報に関する記載が印字されます。

⑦実際の印字レイアウトをご確認いただけます。
別ウィンドウ（ポップアップ）で印字プレビュー(PDF)が
表示されます。

④

⑤

⑥

⑦

・文例集から選択する場合
をクリックします。

カテゴリ内の文例からご希望を選び「この文例を選択」をクリックします。
本文に自動で選んだ文例が反映されます。
※予め登録したオリジナル文例を利用する場合は、こちらの画面右上の

オリジナル文例集のカテゴリを選択してください。（オリジナル文例登録

⇒page.33）

複数のVERY CARDを同時に送る場合は、
こちらが便利です。 （⇒page.28-30）

7. メッセージ本文・差出名を入力します。
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通常申し込み④ 申込者情報の入力

8. お申込者情報入力

（必須項目にご注意ください）

法人会員登録時にいただいている情報が反映されます。

佐川ヒューモニー株式会社

①

②

③

★エラー表記について
ここまでのお申し込み途中、お申込内容に不備がある場合は、
ページを移行する前に右図のようなエラーメッセージを表示いたします。
エラー箇所を訂正の上、お進みください。

こちらから最終確認画面に
すすみます。

① 差出人情報はお届け伝票に印字される情報になります。

② お申し込みされる担当者名を入力してください。

※お申込者情報はお届け先には開示されません。

③ お申込内容の確認などでご連絡を差し上げる場合がございますので、必ず

ご担当者様と連絡のつく電話番号をご入力ください。

※夜間・休日などで連絡がつかない場合は、必ず緊急連絡先に携帯電話な

どの番号をご入力ください。

④ 申込者様以外の方に申込完了を共有したい場合はご入力ください。

ご入力いただいたサブアドレスあてに申込完了のお知らせメールを送信します。

※申込者様には申込完了メールとお知らせメールの計２通が送信されます。

※サブアドレスを事前に登録してある場合、プルダウンで表示されます。

（ サブアドレスの登録⇒page.32）

⑤ 備考への入力内容は「ご利用履歴」に反映します。用途や経理区分など

社内管理にご利用ください。

※弊社へのご要望などは入力いただいても確認しておりません。

④

⑤
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通常申し込み⑤ 最終確認画面とお申込完了-1

9. 最終確認画面

お申込内容が確認できます。

内容を訂正される場合は各項目の から入力画面へ戻ることができます。

ご入力内容をご確認いただき、問題がなければ「上記内容で申し込む」をクリックして、
お申込完了となります。

※重複申し込みの原因となりますので、ボタンは1度のみクリックください。
※ご入力内容の不備によりお届けできなかった場合も料金は頂戴いたします。再配達ご希望の場合は、
改めてのお申し込みとなりますので、お申し込みの際には充分ご注意ください。

佐川ヒューモニー株式会社

あて名を変更される場合は、お届け先のあて名（受取人名）名と併せて

メッセージあて名の変更もお忘れなく！

（２箇所の訂正が必要です。）

変更

クリックして申込完了

※詳しい操作方法は をクリックすると表示されます。？

PDFが生成され一時保存されます。
【再開】をクリックすると最終確認画面が表示されます。

お申し込みを完了すると一時保存一覧からは削除されます。
※複数同時申込・NTT電報申込代行サービスは一時保存のご利用は出来ません。

右上、また右下の をクリックするとお申込情報を一時保存することができます。

Page.18



通常申し込み⑤ 最終確認画面とお申込完了-2

佐川ヒューモニー株式会社

※弔電の場合のみ
電報に+￥550（税込）で線香をセットに
することができます。

対象商品は下記カードタイプのみとなります。

対象品番
VERYCARD

【C16】【C17】【C18】【C19】
【C20】【C50】【C51】

VIP Card
【V02】【V04】【V06】【V08】

【V10】【V12】

押花・刺繍
【SIS2】【OSI2】
【SIS4】【OSI4】

西陣織
【GU22】【GU24】

西陣織 刺繍
【GV62】

線香を追加する場合は□にチェックを入れてください。
マウスオーバーすると商品情報のウィンドウが表示されます。
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佐川ヒューモニー株式会社

11. 申込完了メール
お申し込みが完了すれば右記のような、お申込完了メールを申込者情報のメールアド
レスへ送信いたします。

※セキュリティ上、個人情報に関する内容の記載は控えさせていただいております。お申込内容詳
細については、ログイン後の【ご利用履歴】からご確認ください。

※アドレスの不備や、メールサーバーなどの環境により、メールが届かない場合がございますので、申
し込み完了確認は必ず【ご利用履歴】よりお願いいたします。

「複数同時申込」機能を利用された場合、申込完了メールは１通のみとなります。

１通のメールで複数通のご案内が記載されております。

（お申し込み通数分のメールが送信される訳ではございません。ご注意ください。）

12. ご利用履歴の確認方法
ID・パスワードでログイン後の【ご利用履歴】からご確認ください。

月別のご利用履歴を過去13ヶ月分まで表示致します。ご希望の月を
プルダウンで選択後、「表示」ボタンをクリックしてください。

Page.20

申込完了メールとご利用履歴

※申込者情報入力画面でサブアドレスを入力いただいた場合は申込完了のお知らせメールを

申込者様とサブアドレス宛てに送信いたします。（申込完了メールとほぼ同じ内容となります。）

※13ヶ月以前のデータはお問い合わせいただい

てもご提供出来かねますので、予めCSVデータ

を保存いただくか、「申込完了メール」を保管くだ

さい。

CSVでダウンロードも可能です。管理者は
ユーザー名やパスワードなどから利用状況を
データ管理することが可能です。
ご請求明細としてもご利用ください。
※CSVデータでは、一部旧字体の文字は
「◆」で表示されます。 実際の印字は「申込
番号」をクリック後、画面下部の「印字プレ
ビュー」より ご確認いただけます。

ログイン後のTOPのメニュー チェックを入れると、
項目を表示します。
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通常申し込み⑤ 最終確認画面とお申込完了-3

10. お申込完了

お申し込みが完了すると下記のような画面が表示されます。

佐川ヒューモニー株式会社

追加でお申し込みをご希望の場合は３つのバナーのいず

れかをクリックしてください。

▼同じお届け先に追加で申し込む

※供花・スタンド花・胡蝶蘭・観葉植物などの追加申込も

可能です。

▼一部変更し追加で申し込む

▼ＴＯＰ画面に戻る

申込番号をクリックすればお申込内容詳細をご確認
いただけます。

※お申し込み後の変更・キャンセル
お申し込み後に内容変更やキャンセルを
ご希望の場合、TOPページの
【変更・キャンセル】から可能です。

詳しくはpage.27をご確認ください。
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お急ぎの電報や14時以降の当日配達に＜サプライズ便＞

お申し込み後、最大4時間以内*でお届けが可能なサプライズ便は、突然のお悔やみ事などのお急ぎの場合に大変便利です。

こちらから通常のお申し込みと同様にお申し
込みください。

【料金】
カード代金＋サプライズ便料金594円（税込）

例）VERY CARDをサプライズ便で贈る
VERY CARD 1,254円 + サプライズ便 594円
＝ 1,848円（税込) ※一部商品を除く

【対応エリア】

東京23区／名古屋市／大阪市／福岡市／
札幌市（南区の一部除く）

17時までのお申し込みで当日中にお届け可能。

通常の14：00の当日配達締切時間をすぎた場合でもサプライズ便なら
17：00まで、当日配達が受け付けできます。

佐川ヒューモニー株式会社

サプライズ便
のお申し込み
は、こちらから

◆申込締切り＆お届け日時

お申込時間 お届け日時

9時 ～ 17時 まで お申し込みから最大4時間以内*にお届け

17時 ～ 翌日9時 まで 翌日午前9時から最大4時間以内*にお届け
*札幌市内は冬季12～3月のみ翌日13時まで

お届け地域 お申込時間 お届け時間

東京都（足立区・板橋区・北区・

杉並区・世田谷区・中野区・練馬区）

大阪市（中央区）

前日17時～10時まで 13時までにお届け

10時～13時まで 16時までにお届け

13時～17時まで 20時までにお届け

＊東京都の一部地域は、以下となります。
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お急ぎの電報や14時以降の当日配達に＜サプライズ便＞

佐川ヒューモニー株式会社

以下の場合には画面最下部にサプライズ便の申込画面が表
示されます。

・お届け先情報を入力時に、Page.22の【対応エリア】へ14時以降に当
日配達をご希望された場合
・式典ありを選択していて、式典開始日時までのお届けが出来ない場合
・式典なしを選択していてお届け希望日時までの配達が不可の場合
かつ、NTT電報申込代行とサプライズ便の利用が可能な地域・商品の
場合

※詳細はPage.22またはこちらをご確認ください。

◆お申し込みの途中からもサプライズ便がご利用いただけます。
※一部商品を除く
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下記のような場合は便利なNTT電報申込代行サービスをご利用ください。
⚫ VERY CARDではお届け出来ない日時、地域の式典に電報を間に合わせなければならない。

⚫ NTT電報と使い分けていた場合の申込・請求・管理をまとめて、窓口を一つにしたい。

◆ NTT電報申込代行 お申し込み画面

VERY CARDの当日配達不能地域を選択した場合は、最短お届け日が「翌日」と表示されます。

当日配達をご希望の場合は最下部のNTT電報申込代行をご利用いただけます。

※最短のお届け日がセットされていますので、必ずご確認ください。

NTT電報申込代行をご利用の場合-1

佐川ヒューモニー株式会社

規定の文字数を超えた場合は以下のような
アラートが現れます。

お申込者情報入力画面⇒最終確認画面へと進みます。

NTT電報申込代行サービスに

合わせて、全て50文字以内の

定型文例集を揃えています。

台紙は2,156円～3,806円（税込）の台紙が表示ます。

ご希望の台紙のボタンにチェックを入れてください。

※NTT電報申込代行サービスでは懸賞電報はご利用いただけません。

NTT電報申込代行をご利
用の際は必ずお読みください

VERY CARDではお届けが間に合わ
ない場合、NTT電報申込代行申し
込みページへ
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NTT電報申込代行をご利用の場合-2

佐川ヒューモニー株式会社

トップページからもNTT
電報申込代行サービスを
ご利用いただけます。

お申込者情報入力画面⇒最終確認画面へと進みます。
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NTT電報申込代行の場合、「お受
取人名」入力欄は1行のみとなりま
す。
また、弔電の場合、「故人名」入力
欄は表示されません。



00000000

00000000

NTT電報申込代行をご利用の場合-3

◆ NTT電報申込代行お申し込みの最終確認画面

佐川ヒューモニー株式会社

入力内容の確認後、「上記内容で申し込む」をクリックで申し込みが完了です。
「お申込完了」画面が表示され、同時に「お申込者情報」のメールアドレスに申込完了
メールが送信されます。利用履歴にはVERY CARD同様、即時反映されます。

修正したい箇所の「変更」を
クリックすると、その項目の入
力画面に戻ります。

◆ お申込完了画面

申込番号をクリックすると、申込内容をご確認
いただけます。
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⚫ お申し込み後の変更やキャンセルの方法
① ログイン後TOP画面の【変更・キャンセル】をクリック

② お申込番号を入力して【検索】ボタンをクリック

（【ご利用履歴】からお申込番号の確認や変更・キャンセルを行うこともできます。）

③ 編集画面で変更・キャンセルが可能です。

お申し込み後の変更・キャンセル

佐川ヒューモニー株式会社

配送側で出荷準備に入るまでは変更が可能です。
※注意
ブラウザの戻るボタンは使用しないでください

変更・キャンセル後の確認メールは送信しておりません。
内容については、必ずお客様ご自身で【ご利用履歴】をご確認く
ださい。

一部商品・項目はお客様ご自身で変更はできませんので、お問い合わせ窓口まで
ご連絡ください。
また、ご連絡いただく場合は「お申込番号」や「受取人名」「お届け先ご住所」など、
お申込内容の詳細をお知らせください。

TEL：0570-056-115 受付時間：9：00～20：00

キャンセルの場合は
こちらをクリック

変更の場合は
こちらをクリック
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佐川ヒューモニー株式会社

複数同時申込を利用する-1

◆ TOP画面の申込関連メニューよりご選択ください。

【共通項目】
1.用途 2.式典情報 3.お届け希望日時

【引用項目】
1.商品 2.お届け先住所 3.受取人情報（お届け伝票あて名・故人名）
4.レイアウト 5.書体 6.メッセージあて名 7.メッセージ 本文 8.メッセージ差出名
※1通目で作成した内容を以降全てのお申し込みに引用することができます。

【共通項目】、【引用項目】ともに引用して追加申込をする場合は

から進んでください。

【共通項目】のみを引用して追加申込をする場合は

から進んでください。

下記のような場合は便利な複数同時申込をご利用ください。
⚫ 同じ受取人への弔電を複数人からそれぞれ贈りたい。

⚫ 就任や叙勲等のお祝いで複数の方に贈りたい。

◆１通目（引用元情報）の入力
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※３通以上申し込む場合、以下の様に表示されます。

複数同時申込を利用する-2

佐川ヒューモニー株式会社

全ての通数の入力が完了したら
こちらをクリックしてください。

お申込者情報入力画面
最終確認画面へと進みます。

※ご利用可能商品の、【メッセージ入力画面】と【最終確認画面】に下記のバナーをご
用意しています。

こちらをクリックして複数同時申込にすすんだ場合、それまでにご入力いただいた内容が
1通目の引用元情報として自動的に反映します。

◆お申し込みの途中からも複数同時申込がご利用いただけます。

◆２通目以降の申し込み
※引用して追加する場合は、１通目の内容が全て引用されます。変更ご希望の箇所を、直接入力して変更してください。
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→○通目 の青いバナー部分をクリックする
と入力内容を表示できます。



複数同時申込を利用する-3

佐川ヒューモニー株式会社

【ご注意】

・お届け希望日時・参考情報は全て同一となります。
・お申込完了メールは１通のメールに全ての申し込み分が記載されます。
・懸賞電報のご利用はできません。
・線香などのオプション追加はできません。
・一時保存機能はご利用できません。
・サプライズ便で複数同時申込をご希望の場合は、TOP画面からサプライズ便
をお選びいただき、メッセージ入力画面の「複数同時申込する場合」からお進
みください。

◆最終確認画面 ※全ての通数の申込内容を表示します。

略

全ての申込通数分の、
申込番号が表示されている
か必ずご確認ください。

◆ お申込完了画面

内容に間違いが無ければ、こちらをクリック。
※重複申込の危険がある為、クリックは1回のみ行っ
てください。

お申込内容が確認できます。
内容を訂正される場合は各項目の

から入力画面へ戻ることができます。変更
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⚫ 請求書の出力方法
ログイン後TOP画面の『ご請求書』をクリックいただくと、請求書出力画面になります。

⚫ ご登録情報の変更
ご担当者が変更になったり、会社名、メールアドレスが変更になった場合は、こちら
からご変更ください。

※ご登録情報の内容がお申し込みの際の申込者情報や請求書の宛名等に

自動的に反映されます。

請求書の出力方法、ご登録情報の変更

佐川ヒューモニー株式会社

請求書はＷＥＢからもダウンロードいただけます。

社判が印字された請求書をご希望の場合は、

ＰＤＦ形式で出力し印刷してください。

（変更可能項目）
・企業名・支店名・部署名・郵便番号・住所・建物名・ご担当者・電話番号・ＦＡＸ番号
・メールアドレス・パスワード

請求書が必要な年、月を選んで
「請求書表示」のボタンを押します。
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⚫ ユーザーの登録・編集の方法（管理者のみ）

① ログイン後TOPの『新規ユーザー登録』をクリック

② 登録フォームに必要事項をご入力ください。

③ 『登録済みユーザー一覧』より編集が可能です。

⚫ サブアドレス登録

① ログイン後TOPの『サブアドレス登録』をクリック

② 『ご登録はこちら』をクリック

③ タイトルとメールアドレスをセットで登録できます。

申込者情報の入力時にプルダウンで表示されます。

⚫ テンプレート

① ログイン後TOPの『テンプレート』をクリック

② 『新規テンプレートの登録』をクリック

③ お届け先・カード・書体・文章・差出人をセットで登

録できます。

※下記『差出名』・『オリジナル文例』の呼び出し登録も可能です。

⚫ 差出名登録

① ログイン後TOPの『差出名登録』をクリック

② 『ご登録はこちら』をクリック

③ ご登録フォームと登録一覧が表示されます。
登録いただくと、お申し込み時にメッセージ入力画面で
呼び出す事で手間が軽減されます。

その他の便利な機能の使い方-1

佐川ヒューモニー株式会社

《ユーザー登録とは？》
一括で請求書が欲しい場合、ご利用IDは同一で、支店や部署毎にパスワードを分け
て利用いただける機能です。
★管理者は全ユーザーのご利用内容を確認いただけますが、ユーザーはご自分のご
利用内容以外はご覧いただけません。

よく利用する差出人名を予め登録してお
くことができます。都度のご入力の手間が
省けて便利にご利用いただけます。
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⚫ オリジナル文例登録

① ログイン後TOPの『オリジナル文例登録』をクリック

② 『ご登録はこちら』をクリック

③ ご登録フォームと登録一覧が表示されます。
登録いただくと、お申し込み時にメッセージ入力画面の

から呼び出す事で手間が軽減されます。

⚫ お届け先登録

① ログイン後TOPの『お届け先登録』をクリック

② 『ご登録はこちら』をクリック

③ ご登録フォームと登録一覧が表示されます。
通常申込のお届け先情報入力と同様の

方法で登録できます。（⇒page.9-12参照）

登録いただくと、お申し込み時にお届け先入力画面で

呼び出す事で手間が軽減されます。

その他の便利な機能の使い方-2

佐川ヒューモニー株式会社

御社独自のオリジナルメッセージをご利

用の場合には、文例登録いただくと便

利です。
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VERY CARDのお届け状態

• ご入力いただいた情報がお届けの際の伝票や本文に、下記のように記載されます。

佐川ヒューモニー株式会社

お届け状態

透明な袋（PP袋）の中に、VERY CARD商品
と、お届け伝票が同封されています。

お届け伝票

本文

※商品などにより、お届け伝票や封入箇所が異なる場合がありますので予めご了承ください。
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お申し込み上のご注意①

佐川ヒューモニー株式会社

◆ お申込に当たって、下記の点についてご注意ください。

お届け先情報　入力画面

☆お届け先ご住所（必須） マンション、ビル名、部屋番号まで正確にご入力ください。  ご入力に不備がある場合、お届け先がご転居の場合等は持ち戻らせ

ていただきます。また、転送・返送を行なっておりませんので、改めてのお申し込みとなります。

☆会社名・会場名 式場宛ての場合は、必ずこちらに式場名をご入力ください。

また、会社宛ての場合は、企業名をこちらにご入力ください。

☆お電話番号　（必須） 必ずご入力ください。お電話のない場合、不明な場合は「０」を１０桁でご入力ください。 お届けの際、ご住所の確認などでご連

絡を差し上げる場合がございます。ご入力がない場合、お届けができないこともございます。

※供花の場合は事前にお届け先へ確認させていただく為、必ずお届け先の電話番号をご入力ください。

☆お受取人名　 （必須）

（お届け伝票あて名）

漢字まで正確にご入力ください。また、お悔やみの場合、喪主様のお名前が分かるようにお願いいたします。

（例）○○（ご葬家名）家気付　△△（受取人名）様　   ○○（喪主名）様方　△△（受取人名）様 など

ホテルや会場などへ総会やパーティ宛の場合、受取人名だけでなく式典名もご入力ください。

（例）○○会社総会気付　△△株式会社２０周年パーティ気付等

☆参考情報　（必須） 『用途』『式典有無』『式典開始日時』は推奨お届け希望日時のご案内や、参考情報とさせていただく為にご入力いただいており

ます。式典開始日時までのお届けをお約束するものではありません。

電報はお届け希望日時までにお届けしますので、お届け希望日時より早い式典の場合、式典に間に合わない場合がございます

のでご注意ください。

☆お届け希望日時　（必須） ご指定いただいたお届け希望日時までにお届けいたします。
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お申し込み上のご注意②

佐川ヒューモニー株式会社

メッセージ　入力画面

☆メッセージ本文（必須） 御社オリジナル文例の登録が可能です　→【オリジナル文例登録】からご利用ください。

☆差出人名（必須） 予め差出名登録も可能です　→【差出名登録】からご利用ください。

申込者情報　入力画面

☆お申込者名（必須） 必ずご入力ください。尚、ご住所とお電話番号はお届け先へ表示がされますが、お申込者名は表示されません。（お受取人様へ

はメッセージの差出名でお届けさせていただきます）

☆電話番号（必須） お申込内容の確認などでご連絡を差し上げる場合がございますので、必ずご担当者と連絡のつく番号をご入力ください。 ご連絡

がつかない場合、お届けができない場合がございます。ご注意ください。

☆緊急時連絡先 上記お電話番号にご連絡が付かない場合に、ご連絡させていただく場合がございます。

☆メールアドレス（必須） ご入力のアドレス宛に申込完了メールを配信いたしますので、お間違いのないようお願いいたします。

※申込者様以外の方へも申込完了を共有したい場合はサブアドレスをご入力ください。

  「申込完了のお知らせ」メールが別途送信されます。

お申し込み完了後

☆申込完了確認 【ご利用履歴】を開いてご確認ください。お申し込みが完了していれば、こちらに反映されております。

☆申込内容変更・キャンセル 申込後の内容訂正やキャンセルについては「変更・キャンセル」をご利用ください。

こちらからお申込番号で検索し、一部内容訂正やキャンセルが可能です。但し、物流が処理している場合は変更不可となります。

その場合はコールセンターへお問い合わせください。

≪ヒューモニーコールセンター≫　TEL：0570-056-115　受付時間：9：00～20：00
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佐川ヒューモニー株式会社

電報の豆知識（弔電編）

弔電は誰宛に送ればいいの？弔電は誰宛に送ればいいの？

お受取人は
喪主様ですか？

宛名は、その方（喪主）の
名前を記載しましょう

お受取人は喪主様の親族ですか？

宛名に『○○（喪主名）様方 △△
（渡したい人）様』

と記載しましょう

宛名に『○○家（ご葬家）気付 △△
（渡したい人）様』

もしくは

宛名に『○○（喪主名）様方 △△
（渡したい人）様』

と記載しましょう

YES

YES

NO

NO

故人の敬称 故人と受取人との関係

ご尊父（そんぷ）様／お父

様
受取人の実父の場合

ご母堂（ぼどう）様／お母様 受取人の実母の場合

ご岳父（がくふ）様 受取人の奥様のお父様の場合

ご岳母（がくぼ）様

ご丈母（じょうぼ）様

ご外母（がいぼ）様

受取人の奥様のお母様の場合

ご主人様／ご令室様 受取人の配偶者の場合

ご令兄様／ご令弟様

（ご令姉様／ご令妹様）
受取人の兄弟（姉妹）の場合

※ 本文中の故人への敬称について
弔電の際には、受取人様（宛名）と故人の関係で、
様々な敬称の言い回しがあります。一般的な例を左
記に記しましたので、ご参考ください。
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祝電（結婚式宛）は誰宛に送ればいいの？

お受取人は
新郎・新婦ですか？

宛名は、その方の（新郎・新婦）名前を記載しましょう

※その際は連名でも、新郎・新婦のどちらかだけでも、
間違いではありません。

お受取人は新郎・新婦の
ご両親ですか？

宛名にお父様（お母様）の
お名前を記載しましょう

宛名に『 「○○家（新郎または新婦の名
字）気付△△様（実際の受取人） 』と

記載しましょう

YES

YES

NO

NO

※ お受取人が新郎・新婦と名字が違う場合や、ご両親ではなく遠いご親戚宛の場合
式場側で受取人に該当が無く、行き先不明になるのを防ぐため、「○○家（新郎または新婦の名字）気付△△様（実際の受取人）」とします。

※ 新郎・新婦のあて名は旧姓でお贈りするのが一般的です。
たとえ入籍が終わっていても、ほとんどの場合、ご両家のお名前で挙げられますので旧姓で問題ありません。
入籍後、何年も経ってからの挙式の場合は、入籍後の名字でも問題ありません。
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