
ご結婚おめでとうございます＼(＾▽＾)／

〜結婚式新聞ご購⼊の⼿順〜

☆添付の申込票か、ホームページの申込
フォームから問い合わせてください。アン
ケートなどの必要書類をお送りします。

☆「結婚式新聞」には他の記念⽇号外シリー
ズと同じレイアウトのスタンダード版と、お
祝いコメントを載せたりたくさんの写真を
使ったりできるプレミアム版があります。
【プレミアム版】1枚当たりの印刷料⾦を抑
えていますので、披露宴などで配布するの
にご利⽤しやすい料⾦となっています。ご
希望の方にはサンプル紙面をお送りします。
【スタンダード版】ご家族の記念や、ウェ
ルカムボードなどの加工品におすすめです。

☆カスタマイズは事前にご相談ください。簡
単な内容なら追加料⾦不要の場合もあります。
（例）⼩さい写真やメモ程度の記事を追加し
たい。作った席次表を載せたい。

☆資料請求、お⾒積もりは無料です。なおプ
レミアム版のデータ販売は⾏っていません。

①当ショップに問い合わせ

☆メール（エクセルファイル）または
ＦＡＸでアンケートをお送りします。
推奨は「エクセルファイルにパソコン
⼊⼒」です。弊社から電話、メール等
で確認や追加取材することがあります。
・プレミアム版の一部を除き、過去の
１⾯を復刻した「思い出新聞」がセッ
トになりますが、新聞休刊日や人権、
個⼈情報保護の⽴場からご提供できな
い紙面もあります。
また慶事にふさわしくない内容とな

ることがありますのでご了承ください。
【プレミアム版のみ】
・フリーエリアはサンプル紙面を参考
に選択してください。アンケートは選
択に応じて、必要部分のみ記入してく
ださい。
・個別のご要望については担当者にご
相談ください。ただしオプション料⾦
が発生する場合や、レイアウト上の制
約その他の理由によりお応えできない
場合もあります。

②アンケート記入

☆jpgファイルでお願いします。「宅ふぁいる
便」などの転送サービス（無料）が⼀括送信可
能で便利です。メール添付やUSBメモリー等の
メディア送付でもかまいません。
⼤きく使う写真は⼤きいサイズで解像度の⾼

いものがおすすめです。データによっては紙面
上粗くなります。スマートフォンで撮影する場
合はサイズの設定にご注意ください。
プリントからのスキャンはオプションです

（１枚３００円）。

☆必要な写真数は紙⾯タイプにより異なります。
【スタンダード版】メイン写真（必須）、サブ
写真１枚（任意）をご指定の上、アンケート
にキャプション（写真説明）をつけてくださ
い。３枚以上の掲載はオプションです。（１
枚５００円）

【プレミアム版】サンプル紙面をご覧の上、必
要枚数をお送りください。ファイル名とキャ
プション（写真説明）を専用用紙に明記して
ください。

Ａ（メイン写真） お二人が写っているもの。
ただしアップで余白のないものはレイアウトの
制約が大きくなりますのでなるべく避けてくだ
さい。
Ｂ（サブ写真） 正⽅形〜タテのもの。内容は
自由です。
Ｃ、Ｄ（プロフィル写真） お顔がよく分かる
ものを１〜３枚ずつ。どちらが左右でも構いま
せん。キャプションは不要です。誕⽣⽇の新聞
との組み合わせもできます。
Ｅ、Ｆ（フリー写真） それぞれヨコ１枚また
はタテ２枚。内容は自由です。

③写真の入稿



【プレミアム版】 直販限定！印刷50部以上でラミネート加工3部サービス

いずれもサンプル代、送料（弊社発送のもの）は無料です。100部を超える分について印刷料２割引。

◆プレミアム版・ご利用料金例◆
・披露宴で100部配布、うち保存用に4部ラミネート（直販に限り3部までサービス）

（片面）20000円＋200円×100＋300円＝40300円
（両面）25000円＋250円×100＋300円＝50300円

☆素材がそろってから7〜10営業⽇程度で、
メールまたはファクスで校正紙⾯と料⾦振
り込み先（福岡銀⾏）をご案内します。
校正については、誤字・脱字や事実関係の
誤りなどの修正に限らせていただきます。
原則としてレイアウトや表現の変更などは
できませんのでご了承ください。

☆校了後に料⾦を振り込んでください。⼿
数料はお客さまの負担となります。

※ヤフーショッピング店からはクレジットカード、
コンビニ払い、Ｔポイント利⽤可

④校正紙⾯とご⼊⾦案内

☆⼊⾦確認が取れ次第、発送します。３万円
以下に限り代⾦引換も可能です（現⾦払い）

☆額装などの外注品はご⼊⾦後の発注となり
ます。納期にはご注意ください。またメー
カー直送品については代⾦引換のご利⽤がで
きません。

☆ご来社での引き渡しも可能です。ただし必
ず事前にご連絡ください。

※お客さま一人一人に制作する商品ですので、制作
開始後のキャンセルはご遠慮ください。所定のキャ
ンセル料を頂戴します。

⑤商品発送とオプション発注

編集・デザイン 印刷（１部あたり）
ラミネート

（１部当たり）
片面 20,000円 200円 300円
両面 25,000円 250円 300円

※両面で裏面に「まるまる記念日新聞」をご選択の場合は3,000円引きです。
※席次表作成は9,000円～。その他カスタマイズは都度お見積もりいたします。

料金表（消費税別）
2017年1月6日現在

【スタンダード版】
基本料金には新聞1部の制作料金、ラミネート加工、送料を

含みます。
※フリーエリアの料金は原稿作成の程度により異なります。
※その他カスタマイズは都度お見積もりいたします。

基本料金 7,800

増刷 700

ラミネート 300

データCD（表面） 9,800

写真スキャン 300

写真追加 500

フリーエリア追加 500～1,200

送料 込み



【アクリル額装・木製盾】
美しく、長く残せて高級感たっぷり！そのまま飾れて保存性にも優れた記念品です。

商品名 サイズ 単価 商品名 サイズ 単価

ア
ク
リ
ル
額
装
（掛
け
ひ
も
、
ス
タ
ン
ド
付
）＝
納
期
約
７
営
業
日

ダイレクト印刷
【２Ｌ】

額全体167×218㎜
印面127×178mm

5,800

木
製
盾
（ス
タ
ン
ド
付
）

＝
納
期
約
７
営
業
日

金属板印刷
【２Ｌ】

額全体167×218㎜
印面127×178mm

5,000

ダイレクト印刷
【Ａ４】

額全体250×337㎜
印面210×297mm

8,000
金属板印刷

【Ａ４】
額全体250×337㎜
印面210×297mm

7,500

ダイレクト印刷
【Ａ３】

額全体337×460㎜
印面297×420mm

13,000
金属板印刷

【Ａ３】
額全体337×460㎜
印面297×420mm

11,800

金属板印刷
【２Ｌ】

額全体167×218㎜
印面127×178mm

6,000
金属板印刷＋

時計付き
額全体210×297mm
印面127×178mm

8,100

金属板印刷
【Ａ４】

額全体250×337㎜
印面210×297mm

11,000
ブック型

ウッドクロック
＝納期約21営業日

本体幅110×高さ

135×奥行き45mm

印面85×100mm
11,800

金属板印刷
【Ａ３】

額全体337×460㎜
印面297×420mm

16,000

時計プラス 《各サイズに設置》 2,580

★ブック型クロックを除き、制作元からの送料が

別途発生します(5点まで1,050〜1,500円程度)。

★⾦属板は⾊をシルバーとゴールドからお選びく

ださい。

※本表はコンテンツショップに直接お申込の場合に適用する料金です。
ヤフーショッピング店とは料金が異なる場合があります。

詳細のお問い合わせは⻄⽇本新聞コンテンツショップ へ

〒810-8721 福岡県福岡市中央区天神1-4-1-10F
お客さまセンター データベース資料部内

TEL：092(711)5166 FAX：092(711)5277
e-mail：chosakuken@nishinippon-np.jp

※営業時間：平日10：00〜18：00

ラッピング＝（アクリル額、木製盾）400円（ブック型クロック）無料



 

 結婚式新聞・受付票  

このたびはご成婚おめでとうございます。本票で仮申し込み受け付け後、確認の連絡を差

し上げます。なお弊社より電話、メールなどで勧誘することはございません。 

 

（ふりがな） 

申込者のお名前 

 

ご住所 

（結婚新聞送付先） 

〒 

電話番号  

メールアドレス 
（容量の大きいデータを送る場合があります） 

 

ご希望の連絡方法  

 

☆お見積もり（無料）ご希望の方のみ☆ 

 カスタマイズについては担当者にご相談ください。 

紙面タイプ 【通常版】（ ）片面のみ。裏は思い出新聞になります 

【プレミアム版】（ ）片面 （ ）両面 

（プレミアム版両面選

択の方のみ） 

裏面のタイプ 

（ ）まるまる思い出新聞（ ）プロフ＋思い出新聞 

（ ）プロフ＋インタビュー 

印刷部数     部（うちラミネート  部） 

※ご記入の個人情報は「結婚式新聞」の制作以外には利用いたしません。 

 

問い合わせ先：西日本新聞コンテンツショップ 

〒810-8721 福岡県福岡市中央区天神 1-4-1 

TEL：092(711)5166  FAX：092(711)5277  e-mail：chosakuken@nishinippon-np.jp 

※営業時間：(平日)10：00～18：00 

 

以下弊社記入欄 

入稿 校正 Enq 

 


