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ごあいさつ 
　このたびは、日本テレネット株式会社の「Print ＆ Post」をご利用いただき、誠にありがと

うございます。 

　「Print ＆ Post」は、WEB ブラウザによりダイレクトメールのデザインデータと宛先データ

を入稿（アップロード）することで、指定宛先にダイレクトメールを発送することができる

WEB サービスです。ご利用の前に本書をお読み頂きますようお願い申し上げます。 

本書の読み方 
　本書は、下記の内容について解説を記載しております。

① サービス全般についてのご案内・ご注意事項

② 専用 WEB サイトについてのご案内

③ 入稿データ作成方法についてのご案内

④ 注文手順についてのご案内

　詳細は次ページの目次、クイックガイドをご確認ください。

　 

ご利用環境
　専用 WEB サイトを利用するためには以下の環境が必要となります。

　動作環境 ： Windows 版 　Internet Explore 10 以降

　　　　　  　　　　　　　Mozilla Firefox 

   　Google Chrome

   　※ JavaScript( アクティブスクリプト ) 有効にしてください

   　※クッキー設定を有効にしてください

   　※ WEB ブラウザはできる限り最新版をお使いください
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ご利用をはじめる前に

1–3. 発送方法について

　本サービスの発送方法は、日本郵便（料金後納郵便）となります。料金後納郵便の表示については、当社指定の表示（下

記図参照）となりますので、予めご了承ください。第二種郵便物（はがき）として差出す場合は、「郵便はがき」もしく「POST 

CARD」の表記が必要ですので、弊社にて宛名面の中央上部に「POST CARD」の表記を入れさせていただきます。

　本サービスは、郵送で 1000 通以上を発送するときは、宛名のそばにカスタマーバーコード（配送事業者が使用する

区分処理用バーコード）が印字されます。

また弊社独自の商品管理バーコード等が印字される場合がございますので、予めご了承ください。

1–4. ご利用料金について

本サービスの各商品に関する表示価格には、印刷・用紙・宛名印字・発送の料金が含まれております。

1–5. 注文受付日について

　本サービスにおける「注文受付日」とは、お客様よりご注文を頂いた日ではなく、弊社にて問題なく印刷を行える各

種データを受領し、お客様に「注文受付通知」メールを送信した日付となります。稀にシステムのデータチェック通過

後に、明らかに記載不良である状態を弊社にて発見する場合がありますが、その際には「キャンセル完了」通知メール

をお客様に送信することがございます。その場合は注文受付が自動的に取り消されますので、再度データを修正の上、

ご注文をお願い致します。尚、「弊社にて記載不良等を発見してご連絡する注文キャンセル」については、サービスと

して保証いたしかねますので、予めご了承の程お願い申し上げます。

1. ご利用をはじめる前に
1–1. はじめてご利用の方へ

　「Print ＆ Post」（以下、本サービスと表記致します）は、日本テレネット株式会社（以下、弊社と表記致します）が

提供するサービスサイト（　https://webm1.linx.co.jp/pp/　）にて「デザインデータ」 と「宛先データ」を入稿するこ

とで、ダイレクトメールの「印刷」「宛名印字」「発送」までをワンストップでご注文頂けるサービスです。 

　従来の印刷サービスのように、担当者とのやりとりで入稿や納期確認等をおこなう必要がなく、すべて Web サイト

上で手続きを完結できるので、いつでもご注文手続きが可能です。

1–2. ご注文全般について

　ご注文から発送まで複数のメールをお客様にお送り致します。メールにはご注文情報やご請求金額などを記載してお

りますので、ご注文後の弊社からの通知メールは必ずご確認及びお問合せの為に保管頂くようお願い致します。 

　メールが届かない場合はメールアドレスの登録ミスや何らかのトラブルが考えられますので、登録メールアドレスを

確認後、間違いがなければ、お手数ですがすみやかに下記サポートダイヤルまでお電話にてお問合せください。 

お問合せ先 フリーダイヤル：0120-125-799
* 土日祝 , 年末年始を除く平日 9:00 ～ 19:00

* 緊急のお問い合わせは上記時間外でも承っております

料金後納
郵便

料金後納
郵便

料金後納
郵便

料金後納
郵便
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1–6. 商品について

　本サービスの商品については、ご契約者様の入稿データ（デザインデータや宛先データ）作成時の不備により発生し

た商品不良につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

1–7. 差出予定日について

差出予定日とは、入稿データのチェックが問題なく完了する「注文受付日」から起算して、差出をおこなう予定日をさ

します。商品は、注文受付日から２週間以内で差出日を指定することができます。ただし、製造日数内での差出日を指

定することはできません。商品によって製造日数が異なっていますので、ご注文頂いた製造日数を必ずご確認の上、差

出予定日を指定してください。

納期３営業日を選択した場合の差出予定日の一例

注文 
受付日

データ 
チェック

製造
１日目

製造
２日目

製造
３日目

差出
予定日

1–8. 商品のキャンセルについて

　商品のキャンセルは、差出予定日を設定し、キャンセル受付可能期日までにキャンセル手続きをされた場合にのみ可

能です。その際には、商品代金はかかりません。

　キャンセル手続きは注文履歴画面より行えます。キャンセル手続き操作詳細については、P.25 『5-2. 注文をキャンセ

ルする』をご覧ください。（メール・ＦＡＸ等でのキャンセル受付はおこなっておりません）

• 土日祝日も製造日として換算することができます。年末年始及

びシステムメンテナンスについては、制作日として換算できま

せんので、ご注意ください

• 注文の際に差出予定日が表示されます。必ずご確認ください

• 土日祝日も製造日として換算することができます。年末年始及

びシステムメンテナンスについては、製造日として換算できま

せんので、ご注意ください

• 注文の際に差出予定日が表示されます。必ずご確認ください

① キャンセル受付可能期日経過直前・経過後のキャンセルにつきましては、受付できない場合があります。

② キャンセル受付可能期日経過後のキャンセルにつきましては、受付できた場合であっても下記の対応とさせて頂きます。あらかじめご了承の程お願い申し上げます。 

・配送差出を取りやめ致します 

・印刷物はお客様ご住所に送料着払いにてお送り致します 

・商品代金の全額を請求させて頂きます

納期 3 業日・差出予定日を 19 日に設定した場合のキャンセル受付可能期間の一例

注文
受付日

データ
チェック

製造
１日目

製造
２日目 製造

３日目
差出

予定日

キャンセル受付可能期間

キャンセル受付可能期間
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ご利用をはじめる前に

1–9. 不達配送物について

　宛先に届かなかった配送物の取り扱いについては、注文の際に「返還時処理」欄で選択することができます。各処理

の内容詳細については、下記をご覧ください 

返還時処理 処理内容

破棄 宛先に届かなかった場合、弊社サービス、もしくは配送事業者により廃棄処分されます。 
宛先ごとの個別の配送結果（不達宛先の一覧）確認はできません。

不達反映 宛先に届かなかった場合、弊社サービス、もしくは配送事業者により廃棄処分されます。 
宛先ごとの個別の配送結果（不達宛先の一覧）は、順次注文履歴画面に反映されます。

ユーザー返却 宛先に届かなかった場合、配送事業者よりユーザーに直接返還されます。

1–10. 返還先住所の自動印字について

　選択した商品メニューによって「差出人」「返還先住所」が宛名面に自動印字されます。印字内容・印字イメージ例

は下記をご覧ください。（自動印字されますのでレイアウトデザイン内に「差出人・返還先」を明示しないでください）

商品メニュー 返還時処理 返還先住所の自動印字

通常はがき

Ｖ折圧着はがき

Ｚ折圧着はがき

往復Ｃ折圧着はがき

不達反映 差出人：印字なし
返還先：弊社名・弊社所在地 （*1）

ユーザー返却 差出人：差出人情報に登録された内容 （*2）
返還先：差出人情報に登録された内容 （*2）

大判はがき

Ａ４はがき

４Ｐ圧着Ａ４はがき（ずらし折）

４Ｐ圧着Ａ４はがき（コーナーカット）

６Ｐ圧着Ａ４はがき（コーナーカット）

破棄 差出人：LNET CO.LTD （*3）
返還先：LNET CO.LTD （*3）

不達反映 差出人：LNET CO.LTD （*3）
返還先：弊社名・弊社所在地 （*1）

ユーザー返却 差出人：LNET CO.LTD （*3）
返還先：LNET 郵送事務局 + 差出人情報に登録された内容 （*4）

（*1）LNET 郵送事務局（日本テレネット株式会社内）〒604-8171京都市中京区烏丸通御池下る 井門明治安田生命ビル8 階 BC-DIV ﾒﾃ ｨ゙ｱｿﾘｭｰｼｮﾝ T

（*2） 初期状態ではお申込書に記入された内容が反映されます。必要に応じて登録内容のご確認、修正をお願いします（→ P.10）

（*3） LNET CO.LTD 〒 550-0004 UTSUBOHONMACHI 1-10-24 

（*4） 初期状態ではお申込書に記入された内容が反映されます。必要に応じて登録内容のご確認、修正をお願いします（→ P.10）

配送事業者による割引適用のため、次のように印字されます。 LNET 郵送事務局（ "差出人情報会社名" 内） + "差出人情報住所"

▶印字イメージ
大判はがき / 日本郵便 / 破棄 を選択 大判はがき / 日本郵便 / ユーザー返却 を選択
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1–11. 信書について

選択した商品メニューによって、信書の差出し可能／不可能が異なります。下記の表をご確認の上、信書の差出しが不

可能な商品を選択した場合はダイレクトメール内容が信書に該当しないようにしてください。 

信書差出の可否 商品メニュー
信書の差出しが可能 通常はがき 

V 折圧着はがき 
Z 折圧着はがき 
往復 C 折圧着はがき

信書の差出しが不可能 上記以外

個別のダイレクトメール内容が信書に該当するかどうかについて、弊社ではお答えしておりません。日本郵便株式会社

もしくは総務省の窓口までお問い合わせ頂けますようお願い致します。

1–12. 配送に必要な宛先情報について

　宛先リストには、配送に必要な宛先情報（顧客管理番号・郵便番号・住所・会社名・部署名・個人名）のみを入力し

てください。配送に不必要な情報（上記以外の情報）を入力しないでください。

　配送に不必要な情報を入力し、それらが宛先として印刷されると、内容によっては配送事業者側で「信書に該当する」

もしくは「配送物として不適切である」と判断され差出しを拒否される場合がありますのでご注意ください。　また、

その場合は配送費用を除いた印刷費用を請求させて頂きます。

＊ 宛先リスト［B 列］顧客管理番号 に入力した内容は、宛先として印刷されません。 

　 配送履歴確認用の内部データとして取り扱われます。

1–13. 商品の保証について

　弊社に保管している商品で不良と認められた場合、至急再印刷を致しまして改めて配送予定日をご連絡させていただ

きます。また再発送にかかる送料は弊社が負担致します。

1–14. 本サービスご利用にあたっての注意事項

① 本サービスの発送範囲は、日本国内のみとなります。

② ご登録いただきました宛先データに関する住所や氏名の誤記等による誤配送に関して、弊社は一切責任を負いかねます。

③ 郵送、配送途中に商品に破損やキズ、紛失等が生じた場合、弊社は一切責任を負いかねます。

④ 宛名印字に使用する宛名リストを作成する際には、必ず弊社指定のテンプレートをご利用ください。テンプレー

トの項目条件とは異なるものが記載されたデータをご入稿された場合、それに伴う印字ミスの修正依頼等は弊社

では承ることができません。

⑤ 宛名印字は弊社指定のフォントとなり、変更することはできません。
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はじめてのご利用の際に

2. はじめてのご利用の際に
2–1. ご注文のながれ

　ご注文のながれは以下のとおりとなります。ご契約者様へは、弊社より各ステータスに応じて原則２種類のメール（注

文受付・差出完了）にてご連絡致します。キャンセル受付メールはキャンセル時のみ届きます。

2–2. WEB サイトへのログイン・差出人情報の確認と編集

1.） Print ＆ Post WEB サイトへのログイン 

Print&Post WEB サイト　h t t p s : / / w e b m 1
数字の1

. l
エル

i n x . c o . j p / p p /
①　ユーザー ID、パスワードを入力してください

②　ユーザー ID をブラウザに記憶することが可能です

③　ログインをクリックし、WEB サイトにログインしてください 

④　ユーザー ID、パスワードの入力を誤った際にはリセットをクリックし再入力してください

⑤　メンテナンス等の弊社からの重要なお知らせが表示されている場合があります

2.） WEB サイトの概要、差出人情報の確認と編集

①

②

③④

⑤

WEB サイト 
ログイン

差出人情報
を入力

製造

製造
＊１

＊２
注文受付通知 差出し完了通知

注文履歴メニュー

お知らせ /	FAQ（よくあるご質問と回答）

ログアウト

商品メニュー選択

デザインデータファイル（PDF）アップロード
宛先ファイル（CSV,XLSX）アップロード

注文内容詳細入力

キャンセル完了通知

テンプレート
ダウンロード

配送業者へ
差出し

データ 
アップロード 
　・ 
ご注文 待機 

期間

データ作成

配送

ご請求

『返還時処理』の アイコンをクリックし、差出人情報

を確認してください。差出人情報は宛先不明（配送不可）

の際に利用されます。

入力内容を更新・保存する場合は、差出人情報入力画面の右

下にある 『差出人情報を保存する（更新）』のチェックボックス

にチェックを入れてからＯＫボタンをクリックしてください
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2–3. 商品メニュー

商品メニュー 用紙サイズ デザインサイズ 紙 種 印刷 納 期 入稿データ
テンプレート形式 返還時処理

通常はがき

X 100mm 
Y 148mm

オモテ ( 宛名面 ) 
X 100mm/Y 65mm
ウラ 
X 100mm/Y 148mm

コート紙 
（コート223.5kg）

マットコート紙 
（マットコート223.5kg）

上質紙 
（上質紙	180kg）

カラー
●●●● 
 
モノクロ 
●

３営業日 

７営業日

MS Word 
MS PowerPoint
Adobe Illustrator

不達反映 
ユーザー返却

大判はがき

X 120mm 
Y 235mm

オモテ ( 宛名面 ) 
X 120mm/Y 135mm
ウラ 
X 120mm/Y 235mm

コート紙 
（コート223.5kg）

マットコート紙 
（マットコート223.5kg）

上質紙 
（上質紙	180kg）

カラー
●●●● 
 
モノクロ 
●

３営業日 

７営業日

MS Word 
MS PowerPoint
Adobe Illustrator

破棄 
不達反映 
ユーザー返却

A4 はがき

X 210mm 
Y 297mm

オモテ ( 宛名面 ) 
X 210mm/Y 197mm
ウラ 
X 210mm/Y 297mm

コート紙 
（コート223.5kg）

マットコート紙 
（マットコート223.5kg）

上質紙 
（上質紙	180kg）

カラー
●●●● 
 
モノクロ 
●

３営業日 

７営業日

MS Word 
MS PowerPoint
Adobe Illustrator

破棄
不達反映 
ユーザー返却

V 折圧着はがき

X 195mm 
Y 145mm 

（展開時）

オモテ ( 宛名面 ) 
X 195mm/Y 145mm
ウラ 
X 195mm/Y 145mm

コート紙 
（コート135kg）

マットコート紙 
（マットコート135kg）

カラー
●●●●

５営業日 

７営業日 

１０営業日

Adobe Illustrator
不達反映 
ユーザー返却

Z 折圧着はがき

X 290mm 
Y 145mm 

（展開時）

オモテ ( 宛名面 ) 
X 290mm/Y 145mm
ウラ 
X 290mm/Y 145mm

コート紙 
（コート110kg）

マットコート紙 
（マットコート110kg）

カラー
●●●●

６営業日 

８営業日 

１１営業日

Adobe Illustrator
不達反映 
ユーザー返却

４P 圧着 A4 はがき
（ずらし折）

X 420mm 
Y 297mm 

（展開時）

オモテ ( 宛名面 ) 
X 420mm/Y 297mm
ウラ 
X 420mm/Y 297mm

コート紙 
（コート135kg）

マットコート紙 
（マットコート135kg）

カラー
●●●●

６営業日 

９営業日
Adobe Illustrator

破棄 
不達反映 
ユーザー返却

４P 圧着 A4 はがき
（コーナーカット）

X 420mm 
Y 297mm 

（展開時）

オモテ ( 宛名面 ) 
X 420mm/Y 297mm
ウラ 
X 420mm/Y 297mm

コート紙 
（コート135kg）

マットコート紙 
（マットコート135kg）

カラー
●●●●

７営業日 

１０営業日
Adobe Illustrator

破棄 
不達反映 
ユーザー返却

６P 圧着 A4 はがき
（コーナーカット）

X 628mm 
Y 297mm 

（展開時）

オモテ ( 宛名面 ) 
X 628mm/Y 297mm
ウラ 
X 628mm/Y 297mm

コート紙 
（コート135kg）

マットコート紙 
（マットコート135kg）

カラー
●●●●

７営業日 

１０営業日
Adobe Illustrator

破棄 
不達反映 
ユーザー返却

往復 C 折圧着はがき

X 299mm 
Y 145mm 

（展開時）

オモテ ( 宛名面 ) 
X 299mm/Y 145mm
ウラ 
X 299mm/Y 145mm

コート紙 
（コート135kg）

マットコート紙 
（マットコート135kg）

カラー
●●●●

５営業日 

７営業日 

１０営業日

Adobe Illustrator
不達反映 
ユーザー返却

＊　入稿データは、テンプレートファイルを元に作成してください。テンプレートファイルを使わずに作成した場合、入稿処理ができない場合があります

＊　テンプレートファイルを開く・編集するための各ソフトウェアはユーザー様にてご用意ください
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入稿データを作成する

信書差出の可否 商品メニュー
信書の差出しが可能 通常はがき 

V 折圧着はがき 
Z 折圧着はがき 
往復 C 折圧着はがき

信書の差出しが不可能 上記以外

　信書差出しが不可能な商品メニューをご利用の際、弊社または配送事業者のチェック時に「内容が信書に該当する」と判断さ

れた場合、信書に該当する文言等を修正の上レイアウトデータの再入稿対応をお願い致します。また、それに伴い納期が遅れる

場合があります。

信書についての補足説明 

　信書とは、一般に「請求書」「証明書」「許可書」「招集通知」を指しますが、ダイレクトメールにおいても下記のような
場合に信書に該当する場合があります。

文書自体に受取人が記載されている文書
商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書

（総務省 WEB ページ ー 信書のガイドライン より引用）

信書に該当すると考えられる文言例：
　「新サービスをご契約頂いた方だけに、特別特典のご案内です」
　「プラチナ会員の皆様への限定サービスをご案内します」

2.） 差出人・返還先の表記について

レイアウトデザイン内に「差出人・返還先」と明示をしないでください。 

　連絡先として会社名や住所等をレイアウトデザイン内に配置することは可能ですが「差出人・返還先」と明示、表示

しないでください。 

　「差出人・返還先」は宛名面左上部分に自動印字されます。レイアウトデザイン内に「差出人・返還先」と明示、表

示すると二重表記になってしまうため、配送事業者より差出しを拒否される場合があります。

詳細は P.8　1-10．返還先住所の自動印字について　をご確認ください

3.） 「往復 C 折圧着はがき」返信用はがき部分の ” 料金受取人払 ” 表示について

「往復 C 折圧着はがき」の返信用はがき部分に ” 料金受取人払 ” を表示する場合、あらかじめユーザー様ご自身にて郵

便局で手続きを行い、デザインデータを作成する必要があります。下記を参考の上、ご対応ください。（弊社では手続

き代行等を行っておりませんので、あらかじめご了承ください。）

① 郵便局に問い合わせ、手続きをおこなう

② 承認番号を取得する

③ 郵便局指定の ” 料金受取人払 ” 表示を、デザインデータ返信用はがき部分に挿入の上、入稿する

3. 入稿データを作成する
3–1. ダイレクトメール制作にあたってのご注意点

ダイレクトメール制作にあたっては、通常の郵送物とは異なる「制作にあたってのご注意点」がございます。

下記 3 点のご注意点を必ずお読み頂けますようお願い致します。

1.） 信書の差出について

商品メニューによって、信書の差出し可能 / 不可能が異なります。

下記の表をご確認の上、ご対応をお願い致します。

！

！
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テンプレートファイル内容の一例（大判はがき） 

* 圧着はがき／Ａ４圧着 については、Adobe Illustrator 形式のみの提供となっております

テンプレートファイル内容

１

２

３

3–2. テンプレートのダウンロード

1.） テンプレートファイルをダウンロード・解凍する

下記の手順でデザインデータテンプレートをダウンロード・解凍してください。

2.） テンプレートファイル内容

テンプレートファイルの内容は下記の通りです。お手元のデータ作成ソフトに応じてご利用ください。

① 原稿ファイルテンプレート内容

• Microsoft Word 用テンプレートファイル （*.dot）

• MicrosoftPowerPoint 用テンプレートファイル (*.pot)

• Adobe Illustrator 用テンプレートファイル (*.ai)

• Adobe Illustrator 用ジョブオプションファイル (*.joboptions)（Illustrator テンプレートとセットで利用します）

① 商品メニューより希望のメニューを選択してください

② 「テンプレートダウンロード」ボタンをクリックし、原稿用テ

ンプレートファイル（ZIP 形式）をダウンロードしてください

③ 「テンプレートダウンロード」ボタンをクリックし、宛先リスト用

テンプレートファイル（ZIP 形式）をダウンロードしてください

④ ダウンロード後、ZIP 形式ファイルを解凍してください

② 宛先リストテンプレートファイル内容

• カンマ区切り CSV 形式（*.csv）

• Microsoft Excel 2007-2013 形式（*.xlsx）

* Microsoft Excel 形式（*.xlsx）テンプレートのご利用を推奨しております
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入稿データを作成する

3–3. 宛先リスト・テンプレートファイルの使い方

宛先リストテンプレートファイルを開き、テンプレートファイル内に記載されているご注意点をお読み頂いた上、

宛先情報を入力してください。

説明文は削除しない

14 行目から宛先を入力

宛先リストテンプレート　入力ルール

禁止 行 /列をを挿入しないでください

禁止 説明文を削除しないでください

禁止 セル内で改行をしないでください

禁止
特殊文字、環境依存文字、日本語以外の文字を使用しないでください	
文字化けの原因となります

禁止
海外住所・宛先は入力しないでください
海外宛先への配送はできません

必須

下記の項目は入力必須となっております。必ず入力してください
•	 「郵便番号」
•	 「住所１」
•	 「住所２」
•	 「会社名」もしくは「姓」「名」のいずれか

注意

「返還時処理：不達反映」を選択した場合のみ「顧客管理番号」が入力必須となります。	
「顧客管理番号」は半角アルファベット , 半角数字 , 重複なし , ８桁以内で入力してください。

*		「返還時処理：不達反映」を選択しなかった場合は「顧客管理番号」は入力必須ではありません	
　また、桁数制限もありません。

注意
住所 , 会社名 , 部署 , 役職名 , 姓 , 名 , 敬称の入力文字数に制限はありません。	
ですが、文字数が極端に多い場合、非常に小さく印字される場合があります。	
１フィールドあたりの文字数は 30文字を目安に入力してください。

宛先リストには、配送に必要な宛先情報のみを入力してください。配送に不必

要な情報を入力すると、配送事業者より差出しを拒否される場合があります。

（ P.9　1-12. 配送に必要な宛先情報について　を併せてご確認ください ）
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3–4. デザインデータ・Microsoft Word ／ PowerPoint テンプレートファイルの使い方

1.） テンプレートファイルについて

　Microsoft Word 形式（*.dot）/ Microsoft PowerPoint 形式（*.pot）にて提供し

ています。オモテ（宛名面）・ウラそれぞれで別ファイルになっておりますので、

取り違いにご注意の上、デザインデータを作成してください。

2.） デザイン作業時のご注意点

① 用紙サイズ、余白設定を変更しないでください。変更すると入稿時のエラーの原因となります

② 用紙端から 3mm 範囲に入力 / 配置された内容は、印刷工程の都合上見きれる場合があります。見きれてはいけな

い「文章」や「重要なデザイン」は、用紙端から 3mm よりさらに内側に配置してください

③ デザインデータ画像の解像度は 350dpi ～ 400dpi を推奨しております。画像の解像度が 350dpi を下回ると、ドッ

トが目立つ印刷仕上がりになります

3.） 入稿用 PDF ファイルを出力する

デザイン作業完了後、Microsoft Office に標準搭載されている PDF 保存機能を使い PDF ファイルを出力してください。

仮想プリンタ形式の PDF 出力ソフト（PrimoPDF等）は使用しないでください。入稿時のデータエラーの原因となります。

①  「ファイル － 名前を付けて保存」を選択。保存ファイル形式を PDF（*.pdf） に変更してください

② 「オプション」 をクリックし、オプションウィンドウ内の「フォントの埋め込みが不可能な場合はテキストをビッ

トマップに変換する」 にチェックを入れ 「OK」をクリックしてください

③ 「ツール－画像を圧縮」を選択し「ドキュメントの解像度を適用」を選択し「OK」をクリックしてください

④ 「保存（発行）」をクリックし、PDF 形式で保存してください

保存時に「ツール － 画像の圧縮」を選択し、「ドキュメントの解像度を適用」を選択。OK ボタンを押下。
* 画面例は Microsoft Office 2013 のものです。バージョン等によりお手元の表示と異なる場合があります。

* 画面例は Microsoft Office 2013 のものです。 
バージョン等によりお手元の表示と異なる場合があります。

Microsoft Word ／ PowerPoint は、保存時に「画像解像度を 220dpi に落とす」設定になっています。解像度が

350dpiを下回るとドットが目立つ印刷仕上がりになりますので、保存時に下記のようにして画像解像度を維持してください。
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入稿データを作成する

3–5. デザインデータ・Adobe Illustrator テンプレートファイルの使い方（前準備）

1.） カラー設定をおこなう

事前の設定が必要になります。Adobe Illustrator を起動し、下記の手順でカラー設定を行ってください。

２
① 「編集－カラー設」を選択し、カラー設定ウィンドウを表示し

てください

② 設定を 「プリプレス用－日本２」に変更してください

③ 作業スペースの RGB が「Adobe RGB(1998)」に変更され

ていることを確認してください

④ 作業スペース CMYK が「Japan Color 2001 Coated」に変

更されていることを確認してください

⑤ 「OK」をクリックしてください

3

4

5

２

3

3–6. デザインデータ・Adobe Illustrator データ作成時のご注意点

1.） テンプレートファイルについて

① ドキュメントサイズ（アートボードサイズ）を変更しないでください 

ドキュメントサイズ（アートボードサイズ）を変更すると入稿時のエラーの原因となります

② CMYK カラーで作成してください（カラー設定を変更しないでください） 

CMYK カラー以外の設定（RGB カラー等）で作成すると、印刷仕上がりの色が大きく異なる原因となります

③ テンプレートファイルを開いたときに、カラーマネジメントに関する警告が表示される場合があります 

その場合には「そのままにする（カラーマネジメントなし）」を選択してください

2.） ジョブオプションファイル（PDF 出力プリセット）を読み込む

Adobe Illustrator を起動し、下記の手順でジョブオプションファイルを読み込んでください

＊初回利用時に必要な操作となります（指定ジョブオプションファイルを読込済であれば再度の操作は不要です）

＊弊社提供ジョブオプションファイルは Adobe IllustratorCS2 以降 に対応しております 

　CS 以前のバージョンをご利用の際にはこの操作をスキップしてください

① 「編集－ Adobe PDF プリセット」を選択し、Adobe PDF プリセットウィンドウを表示し

てください

② 「読み込み」ボタンをクリックし、　ダウンロードしたジョブオプションファイル

（nippon telenet PDFX1a 1.joboptions）を指定してください

③ プリセット一覧に “nippon telenet PDFX1a 1.0” が追加されていることを確認し、　

「OK」ボタンをクリックして Adobe PDF プリセットウィンドウを閉じてください

* 画面例は Adobe Illustrator CC のものです。 
バージョン等によりお手元の表示と異なる場合があります。
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2.） デザイン時の設定について

① フォントは埋め込み可能なものを使用してください

② C0 M0 Y0 K100 は墨ノセとなります。墨ノセを回避する場合は  C60 M40 Y40 K100 を推奨しております 

C 0　M 0　Y 0　K 100

墨ノセ 

C60　M40　Y40　K 100

リッチブラック

C100  M100  Y100  K100

高濃度
NG墨ノセを回避できます。

小さな文字には適していません。
（可読性を損なう場合があります）

設定しないでください。
インキ量が多すぎるため
印刷トラブルの原因になります。

下のオブジェクトが透けたように
見えることがあります。

印刷用解像度データ 350dpi WEB コンテンツ用解像度データ 72dpi印刷用解像度データ 350dpi WEB コンテンツ用解像度データ 72dpi

解像度 350dpi ▶ 解像度 72dpi ▶

用紙端まで色を塗る場合は、塗り足し
（仕上がり線からはみ出して色を塗る）

を作成する

「文章」や「見きれてはいけない大事な
デザイン」は、仕上がり線より 3mm
以上内側に配置する

3.） 配置画像について

① 画像は埋め込みを推奨しています。特に Illustrator CS / CS2 ではリンクではなく埋め込みを強く推奨致します 

（リンクを使用すると Illustrator の仕様により画像が分割されてしまうため、印刷仕上がりにスジが入る場合があります）

② CMYK で作成してください。RGB で作成した場合、印刷仕上がりの色が画面上の色と大きく異なる可能性があります。

③ 解像度 350dpi ～ 400dpi を目安に設定してください。350dpi を下回ると印刷仕上がりが粗くなります。

③ オーバープリントは使用しないでください 

オーバープリント設定は原則破棄されますが、白にオーバープリントを設定した箇所や、透明 / 効果に影響を受けた箇

所のオーバープリント設定が破棄されない場合があるため、印刷仕上がりが手元のイメージと異なる場合があります。

④ 罫線の線幅は 0.25pt 以上を設定してください 

0.25pt 未満の線幅は印刷時にかすれる、もしくは表示されない場合があります。

⑤ ヘアライン（「塗り」のみに色が設定され「線幅」が設定されていない罫線）を作成しないでください 

ヘアラインは画面上やプリンタでは表示されますが、オフセット印刷時ではかすれたり表示されません。

⑥ 用紙端まで色を塗る場合は、塗り足し（仕上がり線からはみ出して色を塗る）を作成してください

⑦ 「文章」や「見きれてはいけない大事なデザイン」は仕上がり線より3mm 以上内側に配置してください 

仕上がり線付近に配置した場合、見きれた印刷仕上がりになる場合があります。

* 画像（ビットマップデータ）の K100 は墨ノセとなりません 
* 透明 / 効果に影響を受けた K100 は墨ノセとならない場合があります

仕上がり線（点線部）
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入稿データを作成する

3–7. デザインデータ・Adobe Illustrator テンプレートファイルの使い方

デザインデータ作成後、下記の手順で入稿用 PDF ファイルを出力してください。

① 「ファイル ー 別名で保存」をクリックし、「ファイルの種類（フォーマット）」 で「Adobe PDF （PDF)」を選択、任意の

保存先を選択した後「保存」をクリックします

② Adobe PDF 保存ウィンドウで　PDF プリセット「nippon telenet PDFX1a 1」を選択します

• Adobe PDF プリセット一覧に「nippon telenet PDFX1a 1」が表示されていない場合、P.16 のジョブオプションファ

イル（プリセットファイル）読み込み方法を参照の上、設定をおこなってください。

• Adobe Illustrator CS 以前のバージョンをお使いの場合、WEB 上のよくある質問と回答をご覧いただき、PDF 出

力設定を手動で設定の上、PDF 出力してください。

③ PDF 出力設定が下記のように設定されているか確認してください

一般

Adobe PDF プリセット ：nippon telenet PDFX1a 1 

準拠する規格  ：PDF/X-1a:2001 

互換性のある形式 ：Acrobat 4(PDF 1.3) 

圧縮

カラー画像  ：ダウンサンプルしない

グレースケール画像 ：ダウンサンプルしない

白黒画像  ：ダウンサンプルしない

トンボと裁ち落とし

トンボ  ：すべてのチェックを外す

裁ち落とし  ：天地左右すべて 3mm
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出力

カラー変換  ：出力先の設定に変換（カラー値を保持） 

出力先  ：Japan Color 2001 Coated

出力インテントのプロファイル ：Japan Color 2001 Coated

詳細設定

オーバープリント ：保持

プリセット  ：高解像度

• ” セキュリティ ”　は設定を行わないでください

• ” 設定内容 ” に下記の警告が表示される場合がありますが、そのまま操作を続行してください 

『ソースプロファイルを指定しています』 

『互換性のある形式を「Acrobat4(PDF1.3)」に設定して、このファイルを保存するには、透明部分を含

むアイテムを分割・統合する必要があります』

④ ウィンドウ右下の ”PDF を保存 ” をクリックして PDF ファイルを任意のフォルダに保存してください
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商品の注文をおこなう

MicrosoftWord/PowerPointから出力したPDFをアッ

プロードした場合、下記警告が必ず表示されます

『ご注文サイズ（入力された指定サイズ）に対

して 1mm 未満の誤差がありました』

その際には、この警告は無視して続行してください

④⑤⑥　オモテ（手順①②③）と同様に、デザインデータ（ウラ /PDF 形式）をアップロード、データ確認をしてください

⑦ 宛先データをアップロードしてください 

データに不備がある場合、不備内容を表示致します。データ修正、再アップロードをおこなってください

③ デザインプレビューアイコン をクリックし、プレビューを表示、アップロード内容を確認してください 

文字化け・レイアウト崩れ等が発生していないか、必ずご確認ください 

RGB カラーデータを入稿された場合、CMYK カラーデータに変換されております。 

プレビューの色をご確認ください（画面の色と実際の印刷仕上がりの色は異なります） 

① デザインデータ（オモテ・宛名面 /PDF 形式）をアッ

プロードしてください 

* パスワード保護された PDF ファイルや、プラグイン

に依存した PDF ファイルはアップロードできません

② プリフライトレポートを確認してください 

データに不備がある場合、プリフライトレポートを表示

致します。必ず内容をご確認いただき、必要に応じてデー

タを修正、再アップロードをおこなってください

4. 商品の注文をおこなう
4–1. WEB サイトへのアクセス・ログイン

Print&Post WEB サイト　https://webm 1
数字の1

. l
エル

inx.co.jp/pp/　に接続し、ログインしてください。

4–2. 商品選択・データアップロード・詳細設定入力

1.） 商品選択

商品メニューから希望メニューを選択してください。

2.） データアップロード

デザインデータ（PDF）、宛先リストデータ (xlsx, csv）をアップロードしてださい。

！

！

！

！

1
２

３
4

5
6

7
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プリフライトレポート

進行不可能
　注文処理を進めることができません。デザイン

データを修正のうえ再度アップロードしてください

警告
　注文処理を進めることはできますが、印刷仕

上がりに影響が出る恐れがあります。

　内容をご確認の上、そのまま進行するか、も

しくはデザインデータを修正のうえ再度アップ

ロードしてください

区分 レポート内容 詳細 / 確認ポイント 修正せず進行した場合

進行不可能 PDFファイルをチェックできませんでした

•	 ファイルに暗号化 ,パスワード ,印刷不可 ,
編集不可設定が行われている
•	 データ保存時、または送信時にデータが破損
した可能性（再アップロードしてください）

ー

進行不可能
フォントが埋め込み（エンベッド）さ
れていませんでした

•	 PDF保存時の設定が誤っている（フォント
埋め込みをしない設定になっている）

•	 埋め込みできないフォントを使用している
ー

進行不可能
ご注文サイズ（入力された指定サイズ）
で作成されていませんでした

•	 テンプレートを使っていない
•	 テンプレートのサイズ設定を変更した
•	 オモテ/ウラを取り違えてアップロードした

ー

警告(進行可能)
ヘアライン－「塗り」のみ色が設
定され、線幅が設定されていない
直線－がありました

線幅が設定されていない線がある
該当の線が、印刷仕上がりでは消え
てしまうことがあります

警告(進行可能)
線幅が 0.25pt 未満に設定されてい
ます

線幅 0.25pt 未満の線がある
該当の線が、印刷仕上がりでは消えてし
まう、またはかすれることがあります

警告(進行可能) オーバープリントが設定されていました オーバープリントを設定している
オブジェクト抜けなどトラブルの原因と
なります

警告(進行可能) 画像の解像度が150dpi未満です 挿入されている画像の解像度が150dpi未満
解像度が不十分なため、粗い仕上がり
となります

警告(進行可能)
ご注文サイズ（入力された指定サ
イズ）に対して 1mm未満の誤差が
ありました

入稿データサイズが異なる（1mm未満） 印刷仕上がりに僅かなズレが発生します

警告(進行可能)
スポットカラー（特色）で作成されて
いました

スポットカラー（特色）を設定している
CMYKカラーに自動変換されるため、印
刷仕上がり（色）が意図しない仕上がり
になる可能性があります

警告(進行可能)
インキ総容量（CMYK	％の合計値）
が 380％を超えています

CMYK％の合計値が 380 を超えている
印刷不能・データ再入稿が必要になる場
合があります。納期遅延が発生します
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商品の注文をおこなう

3.） 注文内容の詳細設定・入力

注文内容の詳細を設定、入力してください。

 

用紙（紙種）、カラー / モノクロ印刷、配送方法等の一部の設定は、商品メニューによって選択肢が制限される場合が

あります。商品メニューごとの詳細は、本マニュアルの 11 ページをご覧ください。

① 用紙選択  ：コート／マットコート／上質紙 のうちいずれかを選択してください

② 納期選択  ：納期を選択してください。選択内容によって料金が変わります

③ 差出日指定  ：差出日（投函日）を指定しない場合最短での差出（投函）になりますが、キャンセルができなくなります

④ カラー / モノクロ ：カラー (CMYK ,4C) ／モノクロ ( K, 1C ) のいずれかを選択してください

⑤ 返還時処理  ：宛先不明等で配送できなかった場合の処理を選択してください 

⑥ 通知先メール ：連絡先メールアドレスを入力してください

⑦ 受付メモ  ：メモ欄です。受付履歴に反映されます

破棄  破棄されます。受付履歴に配送結果が反映されません 

不達反映  破棄されます。受付履歴に配送結果が反映されます 

ユーザー返却 返却されます。受付履歴に配送結果が反映されません 

1

２

３

4
5

6

7
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4–3. 注文をおこなう

画面最下部の をクリックし、確認画面を表

示してください。

確認画面では、デザインプレビュー、宛先プレビュー、

ご注文内容詳細、料金を表示しております。

間違いがなければ確認画面内の をクリック

し注文操作を完了してください。

4–4. 注文受付通知メール・差出完了通知メールを確認する

注文処理が完了すると、事前に登録したメールアドレスに「注文受付通知」メールが届きます。内容をご確認いただき、

お手元で保管してください。お問い合わせに必要な情報（受付番号）が記載されています。

また、配送事業者への差出しが完了した時点で「差出し完了通知」メールが届きます。こちらも内容をご確認頂き、

お手元で保管してください。

○ 注文受付通知 ○ 差出し完了通知

メールが到着しない場合、メールアドレスの入力誤り、またはその他のトラブルの可能性がありますので、お手
数ではございますが、必ず弊社サポートセンターまでお問い合わせ・ご確認を頂けますようお願い申し上げます。
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注文履歴を確認する・注文をキャンセルする

5. 注文履歴を確認する・注文をキャンセルする
5–1. 注文履歴

1.） 注文履歴を表示する

WEB サイト上部の アイコンをクリックすると履歴画面に遷移します

2.） 注文履歴をさがす（検索する）

条件（受付番号、受付をした日にち、商品メニュー等）から履歴を探す（検索する）ことができます

1

① クリアをクリックします

② 条件を入力します

③ 検索をクリックします

２

３
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3.） 注文履歴の詳細を見る

各履歴の詳細アイコンをクリックすると詳細情報を表示します。また、入稿時にアップロードしたファイル（デザインデー

タファイル・宛先ファイル）とオーダーシート（注文内容詳細テキストファイル）をダウンロードできます。

履歴の保持期間は受付日より９０日間です。必要に応じて保持期間中にオーダーシートをダウンロードしてください。

5–2. 注文をキャンセルする

注文履歴 ― 注文履歴詳細より注文をキャンセルすることができます。 

* 注文時に差出日指定を行わなかった場合、注文キャンセルをおこなうことができません

* キャンセル可能期日を越えた場合、注文キャンセルをおこなうことができません

注文履歴詳細表示アイコン

① 注文履歴画面を表示し、該当受付（注文）の詳細を表示します

② キャンセル指示をクリックします

③ 「キャンセルします。よろしいですか？」とメッセージが表示されるので「OK」をクリックします

④ 「注文キャンセルしました」と表示されます。 

また、弊社にて処理完了次第キャンセル完了通知メールが送られます。

注文キャンセルアイコン

メールが到着しない場合、メールアドレスの入力誤り、またはその他のトラブルの可能性がありますので、お手
数ではございますが、必ず弊社サポートセンターまでお問い合わせ・ご確認を頂きますようお願い申し上げます。

○ 注文キャンセル通知
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困ったら	－	よくある質問と回答、お問い合わせについて

6. 困ったら － よくある質問と回答、お問い合わせについて
6–1. よくある質問と回答（FAQ)

本サービスについてご不明点がございましたら、WEB 上の「よくある質問と回答」を御覧ください。

お知らせ /	FAQ（よくあるご質問と回答）

6–2. お問い合わせ先

よくある質問と回答を見ても解決できない場合、お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

* ご注文前のお問い合わせ：Print&Post ログイン ID をお手元にご用意ください　

   ご注文後のお問い合わせ：Print&Post ログイン ID、受付番号をお手元にご用意ください

フリーダイアル：０１２０－１２５－７９９　　（土日祝，年末年始を除く平日　9:00 ～ 19:00）

• 本マニュアルの著作権は、日本テレネット株式会社が保有しています。

• 本マニュアルに記載されている他社登録商標、商標、会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 

• 本書の内容の一部または全部について、無断で複製、複写、転載することを禁止致します。

• 本サービスのアップデート（バージョンアップ）などに伴い本文中の内容（画像を含む）は、予告なく変更される場合があります。

• 本サービスがお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたことなどに起因して生じた損害などにつき

ましては、弊社は一切の責任を負いかねます。
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