学校、団体様向 「お手紙、タイムカプセルお届け便」 ご案内
現在、御見積書を発行しております。

2018年06月-2019年04月版

小学校、中学校、高校、保育園、幼稚園様 学校生活の記念に未来へのメッセージ
タイムカプセルや未来への手紙を埋めることができない場合。
10年後など、なかなか集まることができない場合。
埋めたりしても管理が難しい場合。
なるべくお金をかけずにタイムカプセルをしたい場合。

レターバンクが最良の状態で保管し、10年後、確実にお届けいたします。

お届け先 1ヶ所

各ご自宅へお届け

未来への手紙や思い出の物を10年後へ
DVDやアルバムなどもOK
箱のサイズを変更可能 60⇒80⇒100サイズ
代表の方へ預かり証を発行
送料完全無料（当店⇒学校等⇒当店⇒お届け先）

定形封筒サイズ50gをご自宅へお届け
動画も可能なUSBメモリ、SDカードもOK
各真空包装して保管、お届け
全員に預かり証を発行
住所変更も個別に対応しております

新年度の予算取りにてご検討くださいますようお願い申し上げます。

MAX6,000円引き！料金など詳細は次ページのご案内をご参照ください。
キャンペーン割引期間 2018年5月1日～2019年3月末

現在、御見積をFAX又はPDFにて回答しております。

全国送料無料、箱無料！

真空包装で安心長期保管！

※お申込からお預かりまでの流れは、3ページ目をご覧下さい。
※キャンペーンのお問い合わせは、お電話または、メールにて受付しております。
＜TEL 0957-61-7550＞＜メール info@letterbank.net ＞ までお気軽にお問い合わせください。
「レターバンク」で検索！

小中高大学の各学校様、保育園及び幼稚園様、その他団体様専用 1名様～180名様以上
お手紙やタイムカプセル、思い出の物などを長期間預かる専門業者で、レターバンクと申します。
FAXお申込み限定、お得な早割タイムカプセル10年お預かりサービスをご案内しております。

小学校、中学校様,他団体様＜タイムカプセルお預かりサービス＞
今の子供たちが大人になったとき、学校生活の思い出を何か形として残せていたら、
きっと懐かしく、楽しかったあの頃の思い出が甦ってきます。
将来の夢や、命の大切さ、何かに熱中していたことなど子供の目線で未来へのメッセージを残し、
大人になって振り返ることは、成長した自分を知る最後の授業かもしれません。
タイムカプセルが少なくなった近年の背景として、少子化による統廃合問題、原発や地震の問題、
管理される先生方のご負担も含め、タイムカプセルは今では、埋める形から

「確かな保管」と「個別にお届けが可能」な預ける形にシフトしています。
レターバンクでは、お手紙やタイムカプセル、思い出の物を大切にお預かりし、成人式を迎える
8年後にお届けするサービスをご案内しております。（最長10年まで設定できます。）

＜FAX限定特別価格＞ 割引期間5月1日～翌年3月末まで 添付のFAXお申込みが対象です。

1、基本料金 最大5,000円値引！FAXお申込みキャンペーン
2、FAXアンケートで、さらに最大1,000円値引！ （サービス向上を目的とした簡単なアンケートです。）
3、1円でもお安く！徴収しやすい1円単位切り捨ての端数割引！
＜↑限定割引

+

標準装備↓＞

郵送用封筒又は箱無料！
全国送料無料！ （下記、3回分の送料すべて無料）
（1）お申込み、ご入金後、箱を郵送します。（箱、送料無料）
（2）お手紙等を箱に入れて郵便局へ。（同封の着払伝票を貼付）
（3）大切にお預かりしたお手紙等をご返却。（送料無料）
お預かり期間 最長10年後の3月15日迄（ご指定年月の15日発送）

10年お預かり150名様
お届け先1ヶ所の場合

1名あたり

200円！

個別お届けの場合、別途加算 300円/1名
内訳（真空包装、預かり書発行費用含む）

1名様～でも大歓迎！
詳しい料金は、2枚目をご覧ください。

ホームページは、「レターバンク」で検索！

＜FAX限定特別価格＞ 割引期間5月1日～翌年3月末まで 次ページのFAXお申込みが対象です。

1、基本料金 最大5,000円値引！FAXお申込みキャンペーン
2、FAXアンケートで、さらに最大1,000円値引！ （サービス向上を目的とした簡単なアンケートです。）
3、1円でもお安く！徴収しやすい1円単位切り捨ての端数割引！
団体様、タイムカプセル、お手紙お預かり最長10年（消費税、送料、郵送用封筒、箱無料）
プラン人数

基本料金 10年まで

1名～5名

サークルmini
サークルW
¥14,000
¥17,000
¥26,000
-

6名～12名
13名～25名
26名～35名
36名～70名
101名～150名
※端数割

FAXキャンペーン(1ヶ所料金）

→
→
→
→

¥3,500
¥5,600
\10,000
\12,000
\19,000
\29,000

追加可能人数と料金

個別発送（加算）

2名まで \700/1名

\300/1名

3名まで \600/1名

\300/1名

5名まで \500/1名

\300/1名

20名まで \400/1名

\300/1名

30名まで \300/1名

\300/1名

30名まで追加無料

\300/1名

（割引料金+追加料金）÷お申込み人数（追加人数含）＝1円単位切り捨て×人数＝ご利用料金

例、26～35名プランで39名お申込み（12,000+4名×400）÷39名＝348円→340円×39名＝13,260円となります。（1名340円）
例、36～70名プランで67名お申込み 19,000÷67名＝283円→280円×67名＝18,760円となります。（1名280円）

＜個別発送＞ 1ヶ所料金+（300円×人数） 各ご自宅へお届します。（定形封筒、92円切手は各自ご準備下さい。）
1、真空包装して長期安心保管。
2、全員に預かり証を発行。（住所変更、返却希望もFAXで可能）
3、50ｇまで対応。（手紙、写真の他に、USBメモリ、SDカード可）
重さのめやす

封筒7～10ｇ、Ａ4用紙1枚4ｇ、写真1枚4ｇ

動画や写真も可能な USBメモリ10ｇ、SDカード3ｇ
例、（封筒10ｇ、手紙5枚20ｇ、写真2枚8ｇ、USBメモリ10ｇ）
※USBメモリはキャップを、SDカードはケースに入れてください。
※封筒の表に郵便番号、住所、お名前+○年○組を記入して下さい。
※封筒は23.5cm×12cmまでのサイズならどれでも可能です。
※上記、定形サイズ封筒及び、92円切手（50ｇ以内）をお貼り下さい。

業務用真空包装機での真空パックです。

＜お申込みからお預かりまでの流れ＞
1、添付のアンケート兼見積請求用紙①をご記入、FAXをお願いします。（ご質問に○印で回答するものです。）
2、お見積書をFAXまたはメール（PDF添付）にて送信いたします。ご検討よろしくお願いいたします。
3、添付のFAX申込書②をご記入しFAXをお願いします。（複数の学級をまとめて合計人数でお申込みできます。）
4、郵便局払込票を郵送いたします。（お支払いを2週間以内にてお願いします。）
5、ご入金確認後、箱を郵送いたします。（サークルmini、サークルwはレターパックを郵送します。）
6、個別発送の場合、定形封筒に各自、郵便番号、住所、お名前をご記入し、92円切手（50ｇ以内）を貼付て下さい。
7、同封の着払伝票にご記入し、箱に貼ってお近くの郵便局へお願いします。
※個別発送では、住所変更をお忘れで返送された場合、クラス別の代表者（リーダー）様へお届けします。
個人情報の保護につきましては、当店ホームページ 「 レターバンク 」で検索 プライバシーポリシーをご参照ください。

〒859-1325 長崎県雲仙市国見町多比良戊841番地
TEL0957-61-7550 FAX0957-61-7551

FAX

用紙①
201805-201903

アンケート兼、見積書ご請求用紙
レターバンク

FAX 0957-61-7551

行

①、タイムカプセルの行事は行っていますか？
A： 毎年行っている。

B： 2年以上行っていない。 C： 10年以上行っていない。

②、費用はどうされていますか？
A： 学校の予算で。

B： 各自費用を徴収。

C： 学校予算と徴収にて。

③、タイムカプセル預かりサービスについて
A： 利用の経験あり。

B：利用していない。

C：知らなかった。

④、ご案内（チラシ）の内容について
A： わかりやすかった。 B： わかりにくかった。

C： ふつうだった。

⑤、ご質問、ご要望等ございましたら、ご記入をよろしくお願いします。

アンケートご協力、誠にありがとうございました。レターバンクは、サービス向上に全力を尽くします。
御見積書ご請求フォーム

御見積書を発行しております。ご検討にお役立てください。

フリガナ

該当区分

学校名（宛名）
ご利用人数合計

卒業・１/２成人・他

合計

名

内、申込クラス数

※（サークルmini 1～5名）（サークルW 6～12名）

人数プラン

1～5名、 6～12名、 13～25名、 26名～35名、 36～70名、 101～150名、以上

追加人数の有無

人数追加なし

or

追加

個別発送の有無

個別発送なし

or

個別発送あり

見積書送信先

FAXを希望（下記FAX番号）

名
PDFを希望（下記メールアドレス）

フリガナ

予定時期

ご担当様
ご連絡先

月頃予定

学校担当様

・ 保護者担当様

ホームページは、「レターバンク」で検索！

FAX

用紙②
201805-201903

タイムカプセル、タイムレターお預かりサービスFAX申込書
レターバンク

FAX 0957-61-7551

行

申込日 20

下記、内容にてタイムカプセル等、預かりサービスを申し込みます。

年

フリガナ

月

日

行事予定日・卒業日

学校名、団体名

月

日

フリガナ

所在地

〒

フリガナ

ご担当者名

学校
or
保護者

お申込みプラン

ご連絡先

下記、基本プラン名に○印をお付け下さい。

・1～5名プラン ・6～12名
合計人数

・13名～25名
名 （内、追加

・26名～35名
名）

・36～70名

個別発送

・101～150名 ・以上
あり ・ なし

料金の計算 ①（プラン割引料金） + ②（人数追加料金×追加人数） + ③（個別発送\300×人数）＝ ④
端数割

④ ÷ お申込み人数＝1名あたりの1円単位を値引 ⑤

例） 388円→380円/1名

お申込み料金＝ ⑤×お申込み人数

お申込み料金＝

円（消費税込）（送料、箱等無料）

発送年月（ご指定月の15日発送） レ印を入れ、ご指定年月をご記入ください。（お届けは発送日のおよそ3日後）

2026年12月15日発送を希望（8年後の正月前及び成人式前にお届け）小学校6年生向
ご指定年月（

）年（

）月15日発送（2029年3月15日発送までご指定できます。）

①空き箱の送り先 □上記学校へ、□下記代表者住所へ （当店よりお送りする箱、書類等）
②未来のお届け先（1か所の場合）のご指定

□上記学校、□下記ご住所

フリガナ

代表者名
フリガナ

ご住所

〒

ご連絡先
＜備 考＞
※お届け先が1ヶ所の場合、代表者様に預かり証を発行いたします。（後日発送します）
※個別発送の場合、人数分の預かり証を発行します。届き次第住所等ご記入し大切に保管をお願いします。
※クラス別代表者（リーダー）様の住所、お名前等は、別紙に必ずフリガナをお願いします。
※料金のお支払いは、郵便局払込票（手数料はかかりません）となります。到着後2週間以内にお願いいたします。

ホームページは「レターバンク」で検索！

タイムレターお預かりサービス クラス別代表者（リーダー）住所録

個別発送のみ使用

1、この住所録（個人情報）は、個別発送後、返送された場合に使用し、完了後はシュレッダー処分します。

都道府県名

2、預かり証にて住所変更の申し出があった際は、住所変更に従います。
3、本人の了承又は警察、裁判所の開示要請以外は、第三者に公表することはありません。
記入日 20

ご担当

年

月

日

フリガナ

学校名、団体名
〒、所在地
201706-201803

住所変更をお忘れの方で当店に返送された分は下記リーダー様に郵送いたします。

（

年

フリガナ
1

（

年

フリガナ
2

（

年

フリガナ
3

（

年

フリガナ
4

（

年

フリガナ
5

（

年

フリガナ
6

（

年

フリガナ
7

組）リーダー氏名 フリガナ
〒
組）リーダー氏名 フリガナ
〒
組）リーダー氏名 フリガナ
〒
組）リーダー氏名 フリガナ
〒
組）リーダー氏名 フリガナ
〒
組）リーダー氏名 フリガナ
〒
組）リーダー氏名 フリガナ
〒

個別発送（お申込み、お支払い、箱送付後の流れ）
1、各自封筒を準備してください。（23.5ｃｍ×12ｃｍ迄のサイズ）（封筒、手紙を含め50g以内です。）
2、封筒の表に郵便番号、住所、氏名と（複数クラスの場合は学年組）を名前の横に記載。(92円切手を貼付。）
3、ご実家など苗字が異なる先へお届けを希望される場合は、○○様方、△△様を記載してください。
4、クラス別の代表者（リーダー様）を本紙へ記入してください。（生徒、保護者、先生、学校等でも可です。）
5、箱に皆様の封筒と本紙（リーダー記載）を入れてください。（住所等、間違いないかご確認ください。）
6、箱に同封の着払伝票にご記入され、箱に貼ってお近くの郵便局へお願いします。
7、到着後、人数分の預かり証をまとめてお申込みの代表者様へお送りいたします。
8、預かり証は、各自住所、氏名をご記入し大切に保管ください。
9、住所等変更の場合は、預かり証の変更欄に記入しFAXをお願いします。（預かり証に記載）
0、差出人当店のスタンプを皆様の封筒に捺印して発送します。
1、住所変更等お忘れで、当店に返送された場合、クラス別のリーダー様へお届けします。
※この書式以外でもかまいません。フリガナをお願いします。
※複数枚の場合は、お手数ですがコピーをお願いします。
ホームページは、「レターバンク」で検索！

※必須事項（年組、フリガナの記入、本紙の返送）

