
そろそろ、ポストカードにも

デザインの楽しさを。

自分の好きなカラーを選びたい。

フォンやメッセージをアレンジしたい。

シンプルで美しいデザインを。

QURO( キュロ ) なら色々選べます。

http://www.quro.jp/

QURO（きゅろ）
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シンプルであること。美しくあること。

そして、あらゆるシーンに対応できること。

結婚報告ハガキ、出産報告ハガキ、

引っ越し報告、年賀状など、あらゆるシーンをデザイン。

メッセージや写真を替えれば、どんなテーマでも自由に作成できます。

お客様のセンスとアイデアで

QURO の多彩なポストカードの世界をお楽しみ下さい。
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QURO のコンセプト

シンプルであること。美しくあること。

そして、あらゆるシーンに対応できること。

A. デザインをより身近なものに

ライフスタイルにこだわりを持つ方が増え、デザイナー監修の住宅・マンションやインテリア、スマホやタブレット端末など、

個性的でデザイン性に優れた製品が続々と登場し、話題を集めています。私たちが色々な機会に親しい方々とやり取りすること

の多い「ポストカード」にも、創造性に富んだ、本物のデザインで一味違う彩りを添えてみませんか？ 

QURO はあなたとあなたの大切なご家族にとって、身近な頼れるデザイナー的存在でありたいと考えています。

B. お客様と共に創る喜びを

お客様がご自身のセンスでデザインのスタイル、背景カラー、フォント（書体・カラー）、写真カラー、メッセージ、

住所表記、画像枠角 ( 直角 / 角丸※一部型番のみ ) の組合せを選択し、素材（画像）を添えて発注頂く。

それが QURO スタイルです。クライアント（ご依頼主）であるお客様にアート・ディレクター（デザイナーや素材選定

を行う制作責任者）の役割も担って頂き、共同作業で進めていきます。

ポストカードの完成へ向け、QURO のチーフ・デザイナーが心をこめてお作り致します。

C. いつでもどこでも誰でも可能な方法で

D. あなただけのオリジナルの価値

E. 何よりも高いクオリティをお届けしたい

お客様お 1 人お 1 人の大切な情報を QURO は厳重に慎重にお取り扱いさせていただくことをお約束致します。

プライバシーポリシーに基づき、情報の徹底管理と規制を図り、安心して何度でもご利用頂けるサービスをお届けします。

F. 安心して何度でもご利用頂けるサービス

カスタマイズ。それは、自分だけのオリジナル、唯一のものを創り出す、知的興奮と喜びに満ちた究極の選択です。

QURO のカスタマイズは豊富なデザイン・タイプの中から、各要素をご自由にチョイスしていただけます。背景カラー（セレクト 60 色）、

フォント（19 書体 ×3 色）、写真カラー（4 種 /7 通）、メッセージ（規定もしくはフリー作成）、住所表記（有無）、画像枠角

（直角 / 角丸※一部型番のみ）からお選び頂くタイプでは、1 つのデザインの組合せ数は何と最大約 1,149,000 通り以上！※。

そこに お客様の写真（画像）が加わることにより、世界でたった一つのオリジナル・ポストカードが誕生するのです。 

(※デザイン・コンセプトにより、カスタマイズ組合せ数が異なるタイプもございます。予めご了承下さい )

従来の、そして現在もポストカード制作サービスは写真・印刷業・ブライダル業者が兼ねる場合が多く、残念ながら
「デザイン」の在り方、取組みについて充分とは云い難い面があります。紋切り型パターンへの単調な写真のはめ込み、
過度な罫線や文字の装飾に頼った構成・・。これでは高いクオリティをもった作品を生み出せるはずもありません。
デザインを専門業とする QURO はグラフィック・アート分野で多彩な経験を持つデザイナー・ツキヤマノリヒコが
全ポストカード作品のデザインを責任をもって制作致します。お客様がカスタマイズされたスタイルと写真（画像）から
“ 感性 ” を受け取り、それを具現化するために慎重にデザイン・プランニングを検討することから始めます。
何よりも高いクオリティをもった本物のデザインをお届けしたい。そのために QURO は全力で取り組みます。

QURO がご提供するサービスは、インターネットをご覧になれる環境さえあれば、特別なソフトウェアのインストールや

難しい操作不要でどなたでも簡単にご利用可能です。カスタマイズ方法もアイコンとボタンをクリックするだけですから、

お気軽にご納得のいくまで何度でもデザインをシミュレートして頂けます。

ご注文、画像データ送付と決済を完了して頂ければ、あとはオリジナル・ポストカードの完成とお届けをお待ち頂くだけです。

（画像データ受領後、順次制作を開始致します。）
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カスタマイズ～データ受渡～商品のお届けまでご注文の流れ

①カスタマイズする

②データを送る

デザインに使用する画像素材を QURO 宛にお送り頂きます。送付方法は次の 3 通りです。

 [1] メール添付、ファイル転送、オンラインストレージ利用【推奨】

[2] 各種メディア ( 郵送※CD-R・USB メモリー等 )【返却送料要 370 円・レターパック】

[3] プリント写真 ( 郵送 )【返却送料要 370 円・レターパック】

⑤ポストカードのお届け

プリント発注後、原則5-6営業日後にプリント委託先より
宅配便 (日本郵便・ヤマト運輸・佐川急便 )にて出荷配送。

※年賀印刷受付期間は特急仕上げ (翌日発送 )の有無等により、納品スケジュールが異なる場合がございます。

「画像データ（jpeg形式）」の場合： お客様に完成デザインをご確認頂いた後、即日Webメールにて画像
データ（jpeg形式）を添付送付させて頂きます（データはハガキ印刷に適したサイズ様式で作成）。

③決済する

④完成デザインを確認する

デザインが完成次第、【お申込完了】済のお客様へデザイン完成のご案内メールをお送り致します。

WEB の専用フォームにて完成デザインをご覧の上、問題がなければプリント発注のご指示を

文面等の変更修正がある場合は、修正依頼をフォームよりお送り下さい。

※年賀繁忙期は制作日数について若干長くお待ち頂く場合がございます。

画像イメージ   ：Web メールでの添付画像確認　

デザイン型番を決めたら、背景カラー、画像枠角 ( 一部型番のみ )、フォント、写真カラー、

メッセージ、住所表記の各要素をカスタマイズ！

[ プレビュー機能 ] を使えば、お手元の写真データを当てはめてイメージをシミュレートできます。

操作はクリックするだけの簡単操作で、あなただけのオリジナル・デザインの出来上がりです。

代金決済は銀行振込またはクレジットカード払いのいずれかをお選びください。

画像データの受領と代金決済の確認をもって【お申込完了】となります。

[ クレジットカード払い ] は別途決済ご案内メールをお送りします。
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（税込）価格表

料金科目

注 1：デザイン料に含まれる作業・制作項目
デザイン・プランニング立案料 / 画像データ解析 / 色補正 / 写真カラー変換（フルカラーからノスタルジック、セピア、モノクロームへ変換） / 
赤目補正 / 日付消去 / 画像に付着したキズ・汚れ等の除去 / 画像のトリミング・水平調整 / 画像加工（背景・周辺部のボカシ等※但し、複雑な
形状の特殊加工は除く） / メッセージ・住所表記 / 校正確認 / デザイン料に上記一切の費用料金を含みます。

：お写真の差し替えについて
※ご注文手続き完了後のお写真の差し替えは画質等の問題によりプリントに適さない場合を除き、不可とさせて頂きますのでご理解を賜りますようお願い
 申し上げます。尚、お客様のご事情によりお写真の差し替えをご希望の場合は、再作成となるため、誠に恐れ入りますがデザイン料を枚数単位で換算した
75% の金額（例：デザイン料 4,700 円の画像 1 枚タイプで差し替えの場合は 3,525 円）をご請求させて頂きますので、予めご了承下さいませ。

デザイン料 ※注 1

注 5：オフセット印刷はマットコート紙もしくはコート紙にフルカラー面（写真印刷面）＋裏面（モノクロ印刷のみ。有無選択可）での承りとなります。高精細インクに
よる美しい画質でございますが、フィルム写真貼付（上記の官製ハガキ印刷・私製ハガキ印刷）とは画像の質感が異なりますので予めご了承下さい。また枚数単位は
25 枚 /50 枚 /100 枚 /250 枚 /500 枚の 5 種類、仕上がり納期は標準 5 日目安となります）※オフセット印刷用紙の厚みについて：マットコート 220kg 紙は 0.26mm で
般的な DM に使われる厚さ、コート 310kg 紙は 0.36mm になり、かなり厚みのある紙となります。しっかりとした厚さをご要望の場合、コート 310kg 紙をお選び下さい。

ハガキ＆印刷代金        官製ハガキ

                         

　　　　　　　　　　 私製ハガキ

　　　　　　　　　　 オフセット印刷 ※注 5

1 枚毎に 130 円 (但し、10枚～ 25枚は 140円 )

10 枚～ 999 枚 /5 枚単位

1 枚毎に 70 円 (但し、10枚～ 25枚は 80円 )

10 枚～ 999 枚 /5 枚単位

マットコート 220kg 紙 (【】は宛名面印刷無の料金 ) 
25 枚 (5,700 円【4,800 円】)50 枚 (6,000 円【4,900 円】)100 枚 (6,100 円【5,000 円】)

250 枚 (6,400 円【5,300 円】)500 枚 (6,900 円【5,800 円】)

コート 310kg 紙 (【】は宛名面印刷無の料金 )  
25 枚 (9,400 円【7,400 円】)50 枚 (9,600 円【7,600 円】)100 枚 (9,800 円【7,800 円】)

250 枚 (10,400 円【8,400 円】)500 枚 (11,400 円【9,400 円】)

経費

※ポストカードの配送はプリント業務委託先 ( フジフィルムまたはオフセット印刷所 ) より宅配便ご指定先へお届け致します。
尚、マンションではご不在時に宅配ボックスへの投函となる場合がございますので予めご了承下さいませ。

送料 　　　　　　　　  

※上記オプション項目の詳細につきましては、WEB サイトの「料金表」ページよりご確認下さいませ。

「完成デザイン画像データ ( メール添付送付 )」 　選択時のみ

「メッセージ別パターン作成」 　選択時のみ

2,000 円 (jpg ファイル形式データをメール添付送付 )

1,000 円（1 パターン）

「キャプション記載」 　選択時のみ 1 箇所につき 250 円

プリント写真取込加工料 　選択時のみ 1,000 円（1 枚毎）

日本郵便販売の通常ハガキ。郵便料金含む。
※年賀ハガキ、かもめーるも同様。宛名面作成不可。

切手枠・郵便番号枠有 / 宛名面作成不可。
別途切手貼付要。

切手枠・郵便番号枠無 / 裏面作成可。
別途切手貼付要。
※裏面印刷はモノクロのみとなります。
作成例は https://www.quro.jp/guide/os_adn.html
よりご覧下さい。オプション料金は不要です。

ご注文例：タイプ B3  30 枚（私製ハガキ）※配送：宅配便

お支払総額 [9,060 円 ] = 内訳：デザイン料[4,700円 ]+経費 [1,650円 ]+ハガキ＆印刷代金[2,100円 ]+送料 [610円 ]

宅配便（日本郵便・ヤマト・佐川）　610 円（均一 )

各種ハガキ印刷・画像データ (jpeg 形式 )( 印刷基本料・出力料等 ) 1,650 円      オフセット印刷（入稿データ作成料等 ) 3,000 円 

※配達日時・時間帯指定不可

タイプ SS1・20,000 円　SS2・18,500 円　SS3・17,500 円　SS4・16,500 円　SS5・16,000 円

タイプ SS1・15,500 円　SS2・14,500 円　SS3・13,500 円　SS4・12,500 円　SS5・12,000 円

タイプ SA1・11,500 円 SAA2・10,500 円   SA3・19,500 円　SA4・  8,500 円　SA5・18,000 円

タイプ SB1・17,700 円 SAB2・  16,700 円   SB3・14,700 円    SB4・14,000 円　S


