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はじめに

電報って「シキュウレンラクコウ」とか「サクラサク」とか・・・？

日本において、電報は時代の流れとともに
緊急連絡を伝える手段から、

「感謝」「お礼」「慶び」「弔意」などを伝える手段へと変化し、 
大切な気持ちを伝えるためのものとして利用されています。

2003年4月に民間事業者による 
信書の送達に関する法律（信書便法）が施行され、 

NTT以外の民間事業者も電報と同じようなサービスへの 
参入が可能となりました。

『ハート電報』でも電報台紙の種類の豊富さや 
キャラクターなどの付加価値を強みにサービスを提供しております。

企業などの法人に向けても、結婚式やお悔やみの電報をはじめ、
社長就任、昇進、事業所新設、叙勲、上場、入社、入学、卒業などのタイミングで、 

取引先や関係者に対して電報をご利用いただいております。



ハート電報の特長
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1.文字料、送料、消費税込みの安心価格 
 
文字料や送料により追加料金がないので、安心してご利用いただけます。 
※配達オプションをご利用の場合は、追加料金が必要です。

5.豊富な決済方法。請求書払いもOK ！ 
 
各種クレジットカード、ペイジー ATM払い、スマートフォンキャリア決済、 
後払い決済（コンビニ・銀行）、銀行振込の他、ご請求書払いもご利用可能です。 
※ご請求書払いは法人会員のみのサービスです。また事前のお申し込みが必要です。

4.高品質の国内生産の電報台紙から 
ユニークな電報台紙も！ 
 
台紙はすべて国内生産で高品質。また、巻物タイプや 
お菓子の箱を開けるときのようなワクワク感がある 
ボックスタイプなど、ユニークな電報もございます。

3.キャラクターの電報台紙や 
ぬいぐるみが豊富！ 
 
ミッフィーやカピバラさんなど、 
人気キャラクターの電報台紙や 
ぬいぐるみ付き電報を豊富に 
取り揃えております。

2.メッセージ内容にあわせて 
選べる書体が 18 種類 ! 
 
書体はぜんぶで 18 種類！文字サイズや縦書き・横
書き、行間も選択できるので、メッセージ入力の自
由度が高いのが特長です。 
またメッセージカードにも台紙にあわせた飾り枠が
デザインされています。（弔電を除く）

【書体例】
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法人会員向けサービス

当月ご利用いただいた電報代金をまとめて月末締めでご請求書を発行いたします。
翌月末までに、請求書に記載の指定の口座にお支払いください。

※請求書払いのお申し込みには、別途申請書が必要となります。 
　詳しくはハート電報ホームページをご確認ください。

会員登録していただくと、電報全商品が 10%OFF でご購入いただけます。

一度に10件以上の電報をお申し込みの場合、お届け先の住所一覧等をデータでお送
りいただくことで、ハート電報でご注文のお申し込みを代行するサービス「一括申し
込み」がご利用いただけます。
新入社員への祝電や、ご栄転、お取引先の学校のご卒業・ご入学の祝電など、電報の
お申込み件数が多い場合は、ぜひ「一括申し込み」サービスをご利用ください。
ご利用料金のお支払いは「請求書払い」となります。

会社のロゴや社名等をメッセージカードに入れて印刷する
サービスも行っております。自社のロゴが入っている電報
メッセージは、お受取人様の印象に残ります。

ご利用については、ハート電報事務局までお気軽にお問い
合わせください。

請求書払いができるから便利！　

会員登録で 10%OFF ！　

「一括申し込み」が利用可能！

オリジナルメッセージカードで印象に残る電報を！

祝電の電報台紙が1,305円〜

弔電の電報台紙が1,008円〜

1通あたり、この価格から選べて、文字料・送料・消費税込み

経費削減に役立ちます！

10%OFFでのご利用で、例えば・・・

山田 花子様

華燭の御盛典を祝し、新しい門出にあたり
ご多幸とご健康をお祈り申し上げます。

ハート商事株式会社　代表取締役　音徳 達郎

ことぶき貿易株式会社

　代表取締役 寿 一郎

創立３０周年おめでとうございます。

御社創立記念のご案内に長い歴史を感じます。

ゆるぎないご盛業を、お喜び申し上げますとともに、

ますますのご発展を心よりお祈りいたします。

ハート商事株式会社

　代表取締役　音徳 達郎

ハート電報では法人のお客様に便利にご利用いただけるよう「請求書払い」と「一括申し込み」サービスを提供してお
ります。法人会員登録は24時間いつでもインターネットから可能です。登録・年会費など、会員登録に関わる費用
は一切発生いたしません。
全社共通の法人会員専用アカウントを共有して利用することで、注文した電報を一元管理したり、部門ごとに個別の
アカウントを作成して別々のご請求書を発行するなど、ご都合にあわせてご利用ください。
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● 電報のご注文の前にご確認とご準備いただくもの

1.電報のお届け希望日
　結婚式に祝電を贈る場合は、式典の前日までに届くように注文

しましょう。

2.電報のお届け先（式場・施設など）の住所 
　電報をご注文いただく際、お届け先の「郵便番号」「ご住所」 

「電話番号」をお手元にご用意ください。

● ご注文可能時間

インターネットでPC・スマホから毎日24時間ご注文が可能です。

● ご注文の締切時間

台紙のみの電報は16時までのご注文で、またぬいぐるみやプリ
ザーブドフラワーなどギフト付きの電報は、18時までのご注文
で、翌日の午前中に配達が可能です。
※ただし、お届け先の地域によって異なります。

ご注文の締切日時は、ハート電報公式サイトで確認することができ
ます。

お急ぎの方は以下の配送オプションを有料でご利用いただけます。

■ タイムサービス

ギフト付き等のセット商品を「タイムサービス」をご指定のうえ18
時までにご注文いただくと、追加料金にて翌朝10時または17時ま
でにお届けいたします。
※一部地域を除く。

■ 新特急郵便・ビジネス5

午前10時までに「新特急郵便」または「ビジネス5」をご指定のうえ
ご注文いただくと、当日午後17時頃にお届けいたします。
ただしお届け先が東京23区内限定のサービスになります。
※時間の指定はできません。
※道路事情や配送会社の都合により、お取扱いを一時中止・変更する場合が

ございます。

● お支払方法

各種クレジットカード、後払い決済（コンビニ・銀行）、スマート
フォンキャリア決済、ペイジー ATM決済、銀行振込など、ご都合に
あわせてお支払い方法をご選択できます。
その他、法人会員の方は、事前にお申し込みいただくことで月末締
めでご利用金額をまとめたご請求書払いをご利用いただけます。

ご利用方法

おーい、千堂くん。
お得意先の山田さんが 

結婚するから、 
祝電を贈りたいんだが。

部長、了解です。
それなら、私が注文しておきますよ。
まず、結婚式の日取りはいつですか？
それと披露宴会場の住所と電話番号も

教えてください。

部長からの他にも社長と
営業部一同からの祝電も 
注文しておきましょう。

ひとつの法人会員アカウントで
差出人を変えて注文できるから

便利だわ。

おぉ！ 
お得意先の山田さんが、 

結婚するのか！あいにく出張で 
出席できないから、 
祝電を贈らないと！
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結婚式の祝電の台紙には、贈り先様のタイプにより、
スタンダードなプリントタイプ、華やかな和柄タイプ、
ラインストーンを散りばめたタイプなどからお選びい
ただけます。

おすすめ電報台紙
ハート電報 ロイヤルフラワーピンク／和風電報 花手鞠 
茜／スウィートシンデレラ電報　など

取引先の社長や役員就任などの祝電には、金箔で仕上げ
た豪華なタイプや、華やかな刺しゅうタイプがおすすめ
です。

おすすめ電報台紙
高級電報 金箔／刺繍電報 ローズゴールド　など

ご利用シーン別おすすめ電報（祝電）

華やかな「和風電報 花手鞠 茜」のメッセージカード和風電報 花手鞠 茜

高級電報 金箔

スウィートシンデレラ電報

刺繍電報 ローズゴールド 豪華な「高級電報 金箔」のメッセージカード

結婚式の祝電におすすめの電報

社長就任の祝電におすすめの電報台紙
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事務所や店舗の開店・周年祝いには、メッセージととも
にお祝いを華やかに盛り上げてくれるフラワーなどのギ
フト付きがおすすめです。

おすすめ電報
ハート電報 ロイヤルフラワーブルー／

【アートフラワー】プレミアムミックスブーケ電報 など

ご卒業・ご入学の祝電には、こどもたちにも親しみやす
いキャラクター電報やちょっと変わった巻物電報などが
おすすめです。

おすすめ電報台紙
プリモプエル電報／カピバラさん電報わんさか／
和風電報 桜の巻 など

ロイヤルフラワー 
ブルー電報

プリモプエル電報 和風電報 桜の巻

「キラキラHAPPYBOX電報プレシャスホワイト」の
メッセージカード

入卒のお祝いに人気 
「プリモプエル電報」のメッセージカード

開店・周年祝いにおすすめの電報

入卒のお祝いにおすすめの電報台紙

【アートフラワー】プレミアム 
ミックスブーケ＋キラキラ HAPPYBOX

電報プレシャスホワイト
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ご利用シーン別おすすめ電報（弔電）

ご訃報に接し、葬儀に参列できない場合は弔電で故人へ
の哀悼の意をお伝えします。
高品質でしっかりした作りの布張り電報や刺繍電報がお
すすめです。

おすすめ電報台紙
お悔やみ電報 ほととぎす／お悔やみ刺繍電報百合 など

お世話になった方の回忌法要には、贈答用のお線香とと
もに故人を偲ぶ気持ちを贈りましょう。高級感あふれる
桐箱入りのお線香や京線香などがおすすめです。

おすすめ電報
お悔やみ電報 ほととぎすと高級線香セット／ 
お悔やみ電報 そよかぜと京線香のセット　など　

哀悼の意を込めて、慎ましやかな正楷書の書体で

上品で控えめな印象の欧体楷書のメッセージ

お通夜・葬儀に送るお悔やみ電報

回忌法要などに送るお供え付き電報

お悔やみ電報 ほととぎす

お悔やみ電報 ほととぎすと 
高級線香セット

お悔やみ刺繍電報 百合

お悔やみ電報 そよかぜと 
京線香のセット
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結婚式の何日前に送るのがベストですか？

結婚式の前日までに届くように送りましょう。事前にわかっている場合は
配達日指定でお届けすることが可能です。あまり早くに届いてしまうと、
大きなホテルや結婚式場の場合、お名前が同姓同名のため違う披露宴に届
いてしまったなどトラブルにもなりかねないので、ご注意ください。

披露宴会場と挙式会場、どちらに電報を出せばいいの？

披露宴会場と挙式の式場が違う場合は、披露宴会場に送るのが一般的です。祝電の
披露も通常披露宴の式次第にあります。ただし、挙式のみで披露宴は行わないとい
うケースでは、結婚式をされる教会や神社に送りましょう。

レストランでの結婚式に送る場合、気をつけることは？

ウエディングを専門にしているレストランであれば問題ないですが、通常は一般の
レストランとして営業している場合、あまり早くに送ると電報がまぎれてしまう可
能性があります。披露宴の前日に届くように送るのがベストなタイミングです。宛
名にはレストラン名と何月何日何時からの披露宴○○様と明記しましょう。

弔電に使ってはいけない言葉はありますか？

弔電には使ってはいけない「忌み言葉（いみことば）」があります。不幸が繰
り返し起こることを連想される言葉や、悪いことを連想させる内容や音、直
接的に死を連想させる言葉は避けましょう。代表的な例では、「重ね重ね・
たびたび・再び・ますます・またまた・次々・重々・いよいよ・つくづく・
繰り返し、とんだこと、とんでもないこと、四・九、死ぬ・死亡」などがあり
ます。

差出人名で気をつけることは？

差出人と故人との関係などをはっきりしましょう。会社や仕事の関係者の葬儀の場合
は社名と代表者名を、学生時代の関係であれば同窓であることがわかるようにするこ
とがご遺族に対しての配慮となります。どなたから弔電をいただいたかを把握するの
も、喪主の方にとっては大切なのです。

弔電はどこに送るのがいいのでしょうか？

お通夜やご葬儀がどこで行われるのかを調べて、お通夜の前までに葬儀場に送るのが
一般的です。お通夜がご自宅で行われるなら、ご自宅でいいでしょう。ただし、ご自
宅に送る場合はご遺族の方たちが慌しくされているケースもあります。せっかくの弔
意を喪主の方に受け取っていただけないことのないように、お通夜のぎりぎりに送る
ことのないようにしましょう。

ワンポイント・アドバイス

電報を送る際に、知っておくと助かるワンポイントをご紹介します。

結婚式に贈る電報について

お悔やみ電報について
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電報台紙一覧お祝い電報
結婚式の祝電やお取引先のご栄転や昇進祝いなど、幅広いお祝い用途にご利用いただける電報台紙です。

お祝いの言葉を
より華やかにする
スタンダードタイプ

フォーマルな
お祝いシーンに合う
エレガントな刺繍電報

華やかなラインナップの電報台紙

エレガントな刺繍が印象的な電報台紙

エレガントなローズの刺繍が施された刺繍電報は、
フォーマルなお祝いシーンにふさわしい電報台紙です。

刺繍電報 ローズゴールド
4,340 円（文字料、送料、税込み）

ハート電報　
ロイヤルフラワーブルー
2,340 円（文字料、送料、税込み）

ハート電報　
ロイヤルフラワーピンク
2,340 円（文字料、送料、税込み）

刺繍電報 パールビーズ
4,340 円（文字料、送料、税込み）

ハート電報 鳳凰
1,450 円（文字料、送料、税込み）

ハート電報 フラワーボックス
1,450 円（文字料、送料、税込み）

ハート電報 東雲
1,450 円（文字料、送料、税込み）
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電報台紙一覧お祝い電報

艶やかさのなかに
日本らしい趣のある
和風タイプ

ラインストーンの
輝きを添えた
キラキラ電報台紙

日本らしい趣あふれる電報台紙

ラインストーンが輝く電報台紙

ちょっと変わった電報を贈りたい。
そんなときはこの巻き物電報がおすすめです。
上品な桜色の和紙の巻物電報は、新入社員の入社祝いや
ご栄転・ご転勤されるお取引先様へのお祝いに最適です。

掲載の電報は一部です。その他の電報台紙はハート電報サイトにてご紹介しております。

ピングー電報 和柄
3,340 円（文字料、送料、税込み）

和風電報 花手鞠 藍
3,120 円（文字料、送料、税込み）

和風電報 花手鞠 茜
3,120 円（文字料、送料、税込み）

和風電報 桜の巻
3,340 円（文字料、送料、税込み）

スウィートシンデレラ電報
3,560 円（文字料、送料、税込み）

スワロフスキー電報
3,560 円（文字料、送料、税込み）

和風 HAPPYBOX 電報　
花手鞠 茜
3,340 円（文字料、送料、税込み）



お祝い電報
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ハート電報では幅広い世代に愛されているキャラクターのぬいぐるみ付き電報も豊富に取り揃えております。

ぬいぐるみ付き電報

人気のキャラクターが
勢揃い！
ぬいぐるみ付き電報

ハート電報で人気のぬいぐるみ付き電報

幅広い年代から愛されているミッフィーのぬいぐるみが
セットになった電報は、ハート電報で人気です。

ミッフィー ウェディングぬいぐるみ電報
7,670 円（文字料、送料、税込み）

アルパカッソ べーやん＆ももちゃん 
ぬいぐるみ電報
4,830 円（文字料、送料、税込み）

くま束電報 フレグランスローズ
8,400 円（文字料、送料、税込み）

モンチッチ 和装ウェディング電報
8,670 円（文字料、送料、税込み）

ミッフィー  
和装ウェディングぬいぐるみ電報
8,560 円（文字料、送料、税込み）

カピバラさん＆ホワイトさん 
和装 WEDDING ぬいぐるみ電報
6,700 円（文字料、送料、税込み）

ピングー＆ピンガ ぬいぐるみ電報
5,980 円（文字料、送料、税込み）

リサとガスパール 
ふわふわぬいぐるみ電報
6,580 円（文字料、送料、税込み）



お祝い電報
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お祝いシーンに応じて選べる、さまざまなギフト付きの電報もご利用いただけます。

ギフト付き電報

お祝いをより華やかに
フラワーギフト電報

選ぶ楽しみを贈る
カタログギフト電報

こだわりのフラワーギフト電報

充実した品揃えのカタログギフト電報

お手入れいらずで、長くその美しさを楽しめるアートフラワー。
ラインストーンが散りばめられた花びらには「Just for you」の
メッセージ入りです。

【アートフラワー】フラワーバッグ〜パリスタイル 
＋キラキラ HAPPYBOX 電報プレシャスホワイト
21,800 円（文字料、送料、税込み）

おめでと SELECTION+ ロイヤルフ
ラワーピンク電報
8,800 円〜（文字料、送料、税込み）

カタログギフト＋ロイヤルフラワー
ブルー電報
6,600 円〜（文字料、送料、税込み）

カタログギフト Made In Japan 
＋ハート電報 ICHIMATSU
7,400 円〜（文字料、送料、税込み）

【アートフラワー】プレミアムミックス
ブーケ＋キラキラ HAPPYBOX 電報
26,300 円（文字料、送料、税込み）

〈*Rosary*〉フローリア＋キラキラ
HAPPYBOX 電報プレシャスホワイト
10,800 円（文字料、送料、税込み）

〈*Rosary*〉サムシングブルー 
＋ロイヤルフラワーブルー電報
9,540 円（文字料、送料、税込み）
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電報台紙一覧

ご訃報に際し、ご葬儀に参列できない場合は弔電で故人への哀悼の意をお伝えします。
　　

お悔やみ電報

心からの
哀悼の想いをのせて

高品質のお悔やみ電報台紙

落ち着いた紫の布張りの台紙に銀のほととぎすが箔押ししてあり、 
上品で高級感のあるお悔やみ電報です。
中面には源氏物語「まぼろし」の巻の故人を偲ぶ歌が 
2首（1対）書かれています。

お悔やみ刺繍電報 追想花
5,560 円（文字料、送料、税込み）

お悔やみ電報 ほととぎす
2,780 円（文字料、送料、税込み）

高級御悔やみ電報 銀箔
13,340 円（文字料、送料、税込み）

お悔やみ電報 偲（漆黒）
3,890 円（文字料、送料、税込み）

お悔やみ電報 キリスト／祈り
3,120 円（文字料、送料、税込み）

お悔やみ電報 うたかた
2,560 円（文字料、送料、税込み）

お悔やみ電報 追悼
1,450 円（文字料、送料、税込み）

お悔やみ電報 水面（みなも）
1,450 円（文字料、送料、税込み）
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お供え付き電報一覧

お供え付きの
贈答用のお線香から
供花まで

お供え付きのお悔やみ電報

300 年の歴史のある京都の香老舗 松栄堂の高級お線香付きの
お悔やみ電報です。
お線香は、高級沈香を贅沢に使い、穏やかで高級感あふれる
和の香り。桐箱に入れてお届けします。

掲載の電報は一部です。その他の電報台紙はハート電報サイトにてご紹介しております。

お悔やみ電報

お悔やみ電報 ほととぎす 
高級線香「南薫・微笑」セット
13,800 円（文字料、送料、税込み）

お悔やみ電報 そよかぜ 京線香「白
雲・五山・灯花 蜜蝋入り」桐箱セット
9,540 円（文字料、送料、税込み）

お悔やみ電報 蓮  
少煙のお線香（桐箱入り）お供えセット
5,340 円（文字料、送料、税込み）

お悔やみ電報 そよかぜ 
京線香「こころみ香」５入セット
5,000 円（文字料、送料、税込み）

お悔やみ電報 うたかた  
お線香「和遊」備長炭の香り
4,210 円（文字料、送料、税込み）

お悔やみ電報 ほととぎす  
お焼香とお線香「五山・菩提香」
7,280 円（文字料、送料、 税込み）

お悔やみ電報 水面（みなも）プリザー
ブド供花メモリアルポット シルバー 
6,380 円（文字料、送料、税込み）

お悔やみ電報 水面（みなも）プリザー
ブド供花メモリアルポット 詩杯型
6,380 円（文字料、送料、税込み）
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ご注文のお申し込み方法

電報のご注文はこちらから 》 https://www.heart-denpo.com

201604

ご注文は PC・スマホから

運営会社：セクションエッグ株式会社 　東京都世田谷区北沢 5-24-26

ご注文はカンタン！ 以下のステップでお進みください。

Step 1.

Step 2.

Step 3.

Step 4.

Step 5.

Step 6.

Step 7.

ログイン

お届け先情報のご入力

式典会場情報のご入力

差出人情報のご入力

お申込者情報のご入力

電報メッセージのご入力

お支払い方法のご選択

ハート電報Webサイト（https://www.heart-denpo.com/）にアクセス。 
会員の方はログインしてからご注文にお進みください。電報全商品が10%OFFで
ご利用いただけます。ログインしないでご注文いただくことも可能です。

お届け先の「郵便番号」「ご住所」「電話番号」をお手元にご用意ください。 
式典会場などにお届けする場合は、会場名もご確認ください。
結婚式の場合は、新郎新婦、ご葬儀の場合は、喪主のお名前を確認しておきましょう。

お届け先に式場やレストランなどの住所を入力した際に、式典日や式典開始日時な
どを補足としてご入力ください。

（この欄は、お届け日時の指定欄ではございませんので、ご注意ください）

配送伝票に記載される差出人の情報となります。
差出人を連名にしたい場合は、こちらでご入力ができます。

ご注文についての連絡先となります。電報や配送伝票にはお名前は記載されません。
お支払い方法でコンビニ後払いをご選択した場合、払込み票の送り先となりますので、
会社でお申し込みの際は、会社名もかならずご入力ください。

メッセージの内容に応じて、POP な書体からデザインフォント、
毛筆調などの 18 種類からお選びいただけます。 
また、文字サイズや行間も５パターンからお選びいただけます。

各種クレジットカード、後払い決済（コンビニ・銀行）、スマート
フォンキャリア決済、ペイジー ATM決済、銀行振込など、ご都合
にあわせてお支払い方法をご選択できます。
法人会員の方は、ご請求書払い（※）をお選びいただくことが可能
となります。※別途書類による申し込みが必要です。


