Web ゆうびん会員の皆さまへ

Web ゆうびんのサービス拡充 サービスの主な変更内容
平素は Web ゆうびんサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。2016 年 11 月 6 日（ 日）にサービスを拡充する Web ゆうび
んサービスについて、現サービスからの主要な変更点をお知らせいたします。ご参考としていただきますよう、お願い申し上げます。
No.

内容

現行サービス

サービス拡充後

（2016 年 11 月 5 日(土)まで）

（2016 年 11 月 6 日(日)以降）

Ⅰ Web レター・Web 速達
1

差込差出し

内容の異なる文書を複数のあて先に送る
場合、通数分の申込み操作が必要でした。

新たに追加した「差込差出し」機能により、お客さまが
用意した Word、PDF 文書データや日本郵便が用意したテ
ンプレートおよび差込情報ファイル CSV ファイル）を準
備していただければ、最大 9,999 通まで、内容の異なる文
書を複数のあて先にお申込みいただけます。
顧客への請求書や案内書の発送をはじめ、会員・得意先
への広報、案内等、郵送が必要な書類の発送に幅広くご利
用いただけます。

2

他社サービスと Web レタ

株式会社オービックビジネスコンサルタント社製の「商

ーのファイル連携

奉行 i10」と連携し、請求書を Web レターで簡便に差し出
せるようになります。 図１）
‐

会員登録／変更画面で他社サービスの利用を選択して
おく必要があります。）利用方法の詳細は、11 月 6 日(日)
に公開します。
「商奉行 i10」に関する詳細はこちら
1

http://www.obc.co.jp/click/bugyo-i/akinai/）
）
今後、他の販売管理ソフトにも拡大していく予定です。
3

１申込み当たりの差出通
数の上限

一回の操作でお申込みできる差出通数の
上限は 200 通でした。

一回の操作でお申込みできる差出通数の上限を以下のと
おり変更します。
・差込差出しおよびファイル連携差出し：9,999 通
・それ以外：1,000 通

4

対応ファイル形式

Web レター・速達に添付可能なファイル形
式は「pdf」
「doc」のみでした。

5

１通当たり通数 Web レ
ター）

6

封筒 Web レター）

7

Web レター印刷内容

「pdf」
「doc」に加え、Word の「docx」にも対応しま
す。

１通当たりの枚数上限は 4 枚でした。(宛

１通当たりの枚数上限が 8 枚になります。(宛名用紙除く)

名用紙除く)
表１のとおり、変更いたします。
以下の点が変更となりますので、ご承知おき願います。
・

場合により用紙右端、下端に黒色の線が入る場合があ

ります。

‐

・
（
受付管理番号（ C で始まる 13 桁の文字列）およびペー
ジ番号の文字サイズが大きくなります。
・
（ 宛先情報の下にカスタマーバーコードが挿入されます。

Ⅱ Web レタックス
8

文例・画像文例

現在は文例およびイラスト付き文例が計約
150 種類で、全て白黒のデザインでした。

フルカラーのイラストおよびイラスト付き文例を計約
300 種類追加し、それぞれ組み合わせてご利用いただける
ようになります 表２）
。
例えば、結婚のお祝いについては 1,350 通り 文例 50
種類×イラスト 27 種類）
、お悔みについては 430 通り（ 文
例 43 種類×イラスト 10 種類）の文面を作成できるように
なります。

2

9

イラスト機能

Web レタックス（ こだわり作成）、Web レター、Web 速
達でご利用いただけるイラストを約 100 種類追加しました

‐

表２）
。本文作成画面の編集部分右側のアイコンをクリッ
クしていただくと使用できます。

10

フォトフレーム

Web レタックス（「かんたん作成」において、アップロー
‐

ドした画像にフォトフレームを追加できるようになりま
す。

11

アップロード可能画像サ
イズ

Web レタックスでアップロード可能な画

Web レタックス、Web レターおよび Web 速達のいずれ

像のファイルサイズは、500KB まで、Web

も 6MB までの画像ファイルをアップロードできるように

レターおよび Web 速達では画像のアップロ

なります。高画質の写真やイラストをレタックスに挿入す

ードはできませんでした。

ることができます

お申込み後、画像処理や印刷により、

ア ップ ロード 時と 配達時 で画 質が異 なる 場合が あり ま
す。
）
。
12

スマートフォン

ほとんどのスマートフォンではお申込み
できませんでした。

スマートフォンで Web レタックスのかんたん作成機能
をご利用いただけます（ PC 用画面での表示となります。ま
た、一部機種ではご利用いただけない場合があります。
）ま
た、スマホ用 Top ページを用意します。

13

ホームページ

新たにレタックスを送る際のマナーのページを追加しま
‐

す。お祝い、お悔やみでレタックスを送る際にお役立て下
さい。

14

当日配達締切時刻の確認
方法

あて先の当日配達締切時刻の確認は、「よ
くあるご質問」または本文作成後の（「あて先
入力」画面まで進んでから可能でした。

3

Web ゆうびんトップページであて先の郵便番号を入力す
ることで、当日配達締切時刻を確認できるようになります。

Ⅲ Web ゆうびん共通機能
15

本文作成画面

Web レタックスであれば 9 種類のレイアウ

テキストや図形、表、イラストをマウス操作で簡単に移

トから選択、Web レターおよび Web 速達であ

動や拡大縮小ができるようにするなど、文面の編集機能を

れば 1 つのレイアウトで文面を作成の上、プレ

強化します 図２）
。

ビュー画面での確認が必要でした。
16

プレビュー画面

本文を作成後、差出人情報入力、あて先入力

本文の作成中に簡易プレビューが同画面に表示される

後にプレビューを表示するため、文面の修正で ほか、本文入力後に表示される画面で本文のプレビュー確
画面を往復する作業が発生していました。
17

テンプレート

Web ゆうびんで作成した文面の保存ができ
ませんでした。

認が可能になります。
作成した文面をテンプレートとして保存することがで
きるようになります。 最大 50 個、計 50MB まで保存で
きます。）
また、作成した文面で簡単に差し出せる（
「テンプレート
から差し出す」という機能も新設しましたので、ビジネス
ユース等で便利にお使いいただけます。

18

動作環境

19

CSV ダウンロード

表３のとおり、動作環境を変更しました。
新たに以下の情報をダウンロードできるようになりま
す。発送管理にお役立てください。

‐

・（
「利用履歴」…ご利用履歴情報画面
・（
「履歴情報詳細」…ご利用履歴情報詳細画面

20

あて先アドレス帳

新たに、グループ名の登録ができるようになります。郵
‐

便物に印刷されない項目ですので、アドレス帳の管理にお
役立て下さい。

21

Web ゆうびん会員区分

会員区分が 2 種類でした。

会員区分が 3 種類になります。

(個人／法人)（

(個人／企業・官公庁／その他)

4

図１
ファイル連携による差出しイメージ
Webレター用ファイル生成
請求書発行
出力設定
明細請求書 Webレター用）

アップロード

ファイル連携差出し 申込み画面
C:...デスクトップ/○○○.zip

実行

Webレター用
ファイル

参照

アップロード

図２
本文作成画面のレイアウト機能の強化

＜現在＞

＜サービス拡充後＞

5

日本郵便が
郵便物作成

配達

表１
Web レターの封筒デザインの変更

旧デザイン

新デザイン

みほん

みほん

※ 封筒デザインは、順次変更します。

6

表２
追加される画像文例・イラスト 一部）
イラスト

画像付き文例

7

表３

利用できるOS及びブラウザの種類
次のOS・ブラウザの組み合わせで動作確認をしております。
Webレタックスかんたん作成以外のご利用については、Adobe（Flash（Playerが必要となります。）

2016年11月5日まで
OS

2016年11月6日以降
ブラウザ

IE6.0
Windows XP

IE7.0
IE8.0
Firefox3.6
IE6.0

Windows Vista

OS

ブラウザ

Windows Vista(32bit)
Windows 7(32bit/64bit)

Windows 8.1(32bit/64bit)

IE7.0
IE8.0

Windows 7(64bit)

Windows 10(64bit)

Chrome53.0.x
IE11.0
Chrome53.0.x

Edge25.x
Chrome53.x

※１

IE8.0

iOS9.3.1

Firefox3.6

Andoroid6.0.1

IE8.0

IE11.0

IE11.0

Firefox3.6

Windows 7(32bit)

IE9.0

Safari
※２

Andoroid
標準ブラウザ

※１iPhone6sで動作確認済み(Webレタックスかんたん作成のみ)
※２arrowsNX（F02‐Hで動作確認済み(Webレタックスかんたん作成のみ)
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