DM発送 ・ 書類発送 ・ その他メール便発送
「安い！」 更に、サンクネットの発送請負サービスには「安心」と「便利」がついてきます

作業費

宛先印刷

送料
作業と送料、すべてコミコミ！！

３６５日メール便を大量に発送している専門業者だからできる低価格
株式会社 サンクネット

封入から封緘、メール便発送を請け負います！

□ 東京 〒135-0016
東京都江東区東陽 1-25-4-2F
1 25 4 2F
Tel.03-5677-3311 Fax.03-5677-3302
□ 大阪 〒532-0011
大阪市淀川区西中島 6-9-20-sF
Tel.06-6101-8151 Fax.06-6101-8145
□名古屋 〒460-0008
〒460 0008
名古屋市中区栄2-7-13 10F-13
Tel.052-219-6850 Fax.052-219-6851

www.sanku.net

info@sanku.net

サンクネットの発送請負サービスの特徴
■こんなことでお困り・お悩みではありませんか？

低価格で書類やDMを発送したい

封入作業や宛先作業などが面倒

いつも急ぎのスケジュールで大変

サンクネッ
なら大丈夫 す
サンクネットなら大丈夫です！

サンクネッ
なら大丈夫 す
サンクネットなら大丈夫です！

サンクネッ
なら大丈夫 す
サンクネットなら大丈夫です！

当社『流通加工・物流サービス請負部門』では
日々の大量の発送を請負っています。

封入・ラベル印刷・貼付など基本となる作業は
もちろん、ご要望に応じて書類の印刷、封筒準
備、シール貼り・袋入れなどオプション多数。

5000部程度なら即日作業・即日発送！

徹底した作業効率化と、大量送付によるヤマト
メール便や提携メール便などとの特別価格契
メ
ル便や提携メ ル便などとの特別価格契
約が、低価格の理由です。

宛先デ タ整理や入力など物流作業だけでな
宛先データ整理や入力など物流作業だけでな
く事務作業へ対応できる体制があります。

当社物流センターでは常に80名以上が常勤。
大量の発送作業で人手が足りず困った時も、
小中規模の急な発送作業で時間が足りず困っ
た時も、どちらの場合もご相談ください。

困っている・悩んでいるなら
サンクネットの発送請負サービスにアウトソーシング！

■発送作業のアウトソーシング活用。
■発送作業のアウトソ
シング活用。 その心配事は？
 プライバシーマーク取得のサンクネット
情報、データ、紙の取扱いに安心・安全を提案します。

• 倉庫は安全？セキュリティは大丈夫？
• 状況や結果はすぐに見ることができる？
• 決められたパターンの作業しか請けてもらえないのでは？
• 物流センターの現場の人とのコミュニケーションはとれる？
• 気になる品質は？

サンクネット
だから
大丈夫！

 サンクネットの発送請負サービスの体制は、
現場（物流センター）とコントロールセンターの二重体制。
 現場（物流センター）は、効率的に作業に集中。
進行/ 情報管理・調整窓口をコントロールセンターが集約運営。
 速度・品質の高い管理とノウハウ
速度 品質 高 管理 ウ ウ
お客さま企業にさまざまな相談・提案を提供します。

• いろいろな相談にのってもらえる？
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発送請負「基本の作業範囲」
■基本の作業範囲
コントロールセンター作業

物流センター作業

資材入庫

封入作業

•検品不要
封緘作業
•数量記載納品書あり
•保管期間1〜10日
•基本2点
•厚さ1CM以内
•紙封筒（非PPT）
•仕分/帳合い不要

ラベル代

メール便送料

宛先印字

•当社指定の業者
（原則ヤマト）

ラベル貼
•当社指定のラベル

■「基本の作業範囲」の費用 （消費税別途）
A. 500部未満

９５円/部

残処理

データ管理

・返送品受取
・返送品処理
-廃棄
-指定場所宛発送
指定場所宛発送
・残資材保管
・残資材処理
-廃棄
-指定場所宛発送

進行管理

•簡単な宛先CSV加工 •スケジュール管理
-封入パターン
-資材・宛先データ入手
別データ分割
-発送日・到着日調整
-敬称追加
敬称追加 など
・日次報告作業（メール）
・データ保管/破棄
-資材到着報告
-発送完了報告
-返送到着報告
・月次報告作業（文書）
-作業集計レポート
作業集計レポ ト
-データ破棄報告
-残資材処理報告

・・ 1回の発送作業数により費用変動

B. 1000部未満

９０円/部

C. 3000部未満

８５円/部

D. 3000部以上

８０円/部

■補足説明
・ 価格は、「封入物」「封筒」 「宛先データ」を事前に支給いただく場合です。資材・宛先CSVデータは、遅くとも発送日前日午前中までに到着いただく必要があります。
・ 各資材は、汚損・破損対策用に発送数に追加して20部程度以上の余剰数を納品いただく必要があります。
・ 部数量の下限はありませんが、100部未満の場合など、内容や部数、スケジュ
部数量の下限はありませんが、100部未満の場合など、内容や部数、スケジュール等により価格調整またはお断りするケースがあります。
ル等により価格調整またはお断りするケ スがあります。
・ 価格は、封入物2点以内、総重量が100g未満・厚さ1CM以内の場合、また、同一封入物で仕分け不要・帳合い作業不要、折不要、紙封筒の場合。
・ 返送物、残資材等の廃棄または指定場所への発送は別途実費が必要となります。
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追加の作業
■追加作業と追加作業費用 （消費税別途）
追加作業
 封入物の追加

3円/点

（カタログや、チラシなどの追加封入）

 折作業

2円/折

（2つ折、3つ折など封筒サイズに合せて）
（2
折、3 折など封筒サイズに合せて）

 帳合い作業

15円/回

（宛先と内容物の記名合致封入など）

 封入物の袋入れ

3円/回

（カードや、小さな景品、小冊子などを袋詰めして封入する場合）

 案内状印刷

3円/枚〜

（案内状や送付状などを印刷・差込印刷も可能）

 封筒ダイレクト印字

10円/枚〜

（角2[A4封筒]へのポイント印刷）

 デ
データ入力
タ入力

60円/件〜
60円/件

（データ化されていない宛先情報のデータ入力）
（デ
タ化されていない宛先情報のデ タ入力）

オプション作業

■その他要望に応じて
宅急便発送
 発送作業

500~650円/点

（ピッキング・納品書印字/同梱・梱包・ラベル筆耕・宅急便送料[10Kg未満]の一式）

 資材卸販売

商品別

（各種段ボール・ガムテープ・緩衝材・ラッピング資材・PP袋・封筒など）

 保管倉庫

5500円/坪

（短期保管の場合の費用 ※入庫
※入庫・出庫に別途手数料が必要です）
出庫に別途手数料が必要です）

関連サービス
 コールセンター

事務局運営 ・ 発送後到着確認コール ・ アポイントコール など

 データサービス

案内サイト構築/サイト提供 ・ データ入力 ・ アンケート入力/集計 ・ アンケートサイト構築

 印刷サービス

オフセット印刷 ・ 封筒印刷 ・ カード印刷 など
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運営体制
■単なる発送作業の請負ではない、安心の便利の「サンクネットの発送請負」体制

関東物流センター

第1センター

埼玉県
入間郡三芳町竹間沢東14-10

管理者

兼任1名

最小2坪から最大
500坪まで利用可
坪まで利用可

営業 ： 月-土 9：00-18：00

ヤマト・日通・佐川
西濃など利用可能

規模 ： 第1〜第4センター計3500坪

スタッフ

セキュリティ ： Pマーク準拠

常時80〜130名が勤務
発送ごとにチーム編成

メ ル便・宅配便
メール便・宅配便
チャーターへ対応

コントロールセンター

管理者

スタッフ

東京都
江東区東陽1-25-4-2F

電話番号

03-5617-3712

FAX番号

03-5617-3713

進捗・履歴・報告
管理
データ処理・破棄
対応

運営上の実行責任者
他業務兼任 1名

進捗管理・物流管理

東京SSC

データ管理サーバー
バックアップ管理

他業務兼任で2名
ネット環境
セキュリティ環境

営業 ： 平日10：00-18：00
フロア ： 東京SSC拠点センター
セキュリティ ： Pマーク準拠
準拠

物流センターは現場作業に特化しています。 （現場と管理を分けた二重体制）
各種調整、情報管理、進行管理、報告はすべて「コントロールセンター」が窓口となり集約管理いたします。
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株式会社サンクネット紹介

２つのアウトソーシング事業
の ウト
シ グ事業

株式会社 サンクネット
東京
〒135-0016東京都江東区東陽 1-25-4 ブリリアンス丹羽2F
Tel.03-5677-3311 Fax.03-5677-3302
東京 [別館]
〒135-0016 東京都江東区東陽1-16-8 銀座サクラヤ第2ビル4F
TEL 03-5677-1670 FAX 03-5677-1672
大阪
〒532-0011大阪市淀川区西中島
〒532
0011大阪市淀川区西中島 6
6-9-20
9 20 新大阪GHビル2F
Tel.06-6101-8151 Fax.06-6101-8145
名古屋
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-7-13ヴィア白川10F-13
TEL 052-219-0850 FAX 052-219-0851
埼玉
技術サービスセンター
〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田35-1
関東物流センター （代表・第一センター）
〒354-0046 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東14-10
他 コールセンター、物流センター

ITアウトソーシング事業

業務アウトソーシング事業

IT企業のサービスやサポートをI請負/代行

さまざまな企業が抱える作業をI請負/代行

ITサ ビス＆ITカスタ サポ トアウトソ シング
ITサービス＆ITカスタマサポートアウトソーシング

作業＆オペレ シ ンのアウトソ シング
作業＆オペレーションのアウトソーシング

「便利」「安心」「ローコスト」 ３つの主要サービス
フィールドサポート

コールセンター

物流センター

オンサイトサポート

ヘルプデスク

キッティングセンター

保守メンテナンス

コンタクトセンター

流通加工センター

ポスティング/リサーチ

EC/通販サービス

DM/メーリングセンター

グループ会社・関係会社
（株）サンクコーポレーション 人材派遣 [ 厚生労働大臣許可番号/般13-13-0058 ]
（株）サンクリレ
ションズ
（株）サンクリレーションズ

グル
プの新規事業開発、IT情報
IT製品の提供 販売
グループの新規事業開発
IT情報・IT製品の提供・販売

東和サンクサービス（株）

POSシステム保守 [東和メックス（東証二部）との合弁 ]

（株）エスビーエス

アライアンス企画・管理、人材開発・人材教育

（株）ティービーエス

物流サービス・流通加工専業会社 [ 出資提携先 ]

サンクネット共済会

提携先事業者向け福利厚生団体 [ 全労済と団体契約 ]

（東京・大阪・埼玉に計5拠点）

www sanku net
www.sanku.net

株式会社サンクネットはプライバシーマーク取得企業です。
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information
作成 : 平成21年1月26日 （第1版） アウトソーシング部 メーリングサービス担当

更新 : 平成 年 月 日

株式会社 サンクネット
www.sanku.net

「便利」「安心」「ローコスト」

TEL

0120-039-564
info@sanku.net

E-Mail

東京 ・ 大阪 ・ 名古屋 ・ 埼玉

