
On Demand Print & Graphic Designオンデマンド印刷 料金表 オプション

紙質：コート/マット/上質　紙厚：90kg　

A5・A4・B5サイズ

片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

表面カラー/裏面モノクロ

両面カラー

紙質：コート/マット/上質　紙厚：90kg

A3・B4サイズ

片面モノクロ

500枚

両面モノクロ

片面カラー

表面カラー/裏面モノクロ

両面カラー ¥38,280 ）¥34,800（税抜

紙質：コート/マット/上質　紙厚：180kg

ハガキ

表面カラー/裏面モノクロ

両面カラー

紙質：コート　紙厚：115kg

ポスター/枚数

A1カラー

1枚 2枚 3枚 4枚 5枚 6枚 7枚 8枚 9枚
¥4,950

10枚 写真撮影
カット数

料金

1カット 2カット 3カット 4カット 5カット 6カット 7カット 8カット 9カット 10カット
¥5,500

オリジナルデザイン 制作料金
名刺
名刺サイズ　91mm×55mm

※その他の制作も承りますのでお問い合わせください。

片面 ¥4,400

両面 ¥6,600

ハガキ
ハガキ　100mm×148mm（通常ハガキサイズ）

片面 ¥13,200

両面 ¥17,600

フライヤー・ポスター

A5サイズ 148mm×210mm
A4サイズ 210mm×297mm
A3サイズ 297mm×420mm
A2サイズ 420mm×594mm
A1サイズ 594mm×841mm
A0サイズ 841mm×1,189mm

B6サイズ 128mm×182mm
B5サイズ 182mm×257mm
B4サイズ 257mm×364mm
B3サイズ 364mm×515mm
B2サイズ 515mm×728mm
B1サイズ 728mm×1,030mm

A5・B6 片面 /両面¥16,500 ¥22,000

制作内容、ページ数によって料金がかわります。
別途お見積いたします。

2つ折り Z折り 巻き三つ折り巻き三つ折り 観音開き折り観音開き折り

二つ折り・三つ折りパンフレット

※弊社テンプレート使用の場合　A3サイズ 297mm×420mm

A3 二つ折り ¥35,200

飲食店様向けメニュー

ロゴ制作 ¥30,800

その他

※特色は使えません。　※特殊紙での印刷は別途お見積いたします。　※データが無い場合制作料金が別途かかります。

紙加工
二つ折り
基本料金

10枚増える毎に

¥2,200

＋¥22/枚

（1000枚まで）

三つ折り（巻き三つ折り・Z折り）
基本料金

10枚増える毎に

¥3,300

＋¥33/枚

（1000枚まで）

スジ入れ
基本料金

10枚増える毎に

¥3,300

＋¥33/枚

（1000枚まで）

※B6以下のサイズ及び紙加工のみでは承っておりません。

紙質：コート/マット/上質　紙厚：180kg ※データ入稿及び弊社テンプレート使用の場合は制作料金がかかりません。　※501枚以上は別途お見積いたします。

名刺・ショップカード

片面モノクロ

両面モノクロ

片面カラー

表面カラー/裏面モノクロ

両面カラー

（フチなし） （フチあり）プリント
A4カラー出力 A3
片面カラー出力 ¥110/枚

両面カラー出力 ¥165/枚

A3カラー出力
片面カラー出力 ¥220/枚

両面カラー出力 ¥330/枚

耐水紙メニュー

A3　二つ折り ¥880/枚

ラミネート加工
A4 A3

100μ（標準） ¥330/枚

150μ（厚手） ¥440/枚

A4・150μ ¥495/枚

A3・150μ ¥770/枚

A3・150μ 二つ折り ¥935/枚

A3・150μ 三つ折り ¥990/枚

メニュー 折り加工
二つ折り加工 ¥165/枚

三つ折り加工 ¥220/枚

（両面印刷・厚手）

¥27,390 ）¥24,900（税抜

¥25,410 ）¥23,100（税抜

¥15,840 ）¥14,400（税抜

¥13,530 ）¥12,300（税抜

400枚

¥34,210 ）¥31,100（税抜

¥23,980 ）¥21,800（税抜

¥22,220 ）¥20,200（税抜

¥13,420 ）¥12,200（税抜

¥11,330 ）¥10,300（税抜

300枚

¥30,140 ）¥27,400（税抜

¥20,570 ）¥18,700（税抜

¥19,030 ）¥17,300（税抜

¥11,000 ）¥10,000（税抜

¥9,130 ）¥8,300（税抜

200枚

¥26,070 ）¥23,700（税抜

¥17,160 ）¥15,600（税抜

¥15,840 ）¥14,400（税抜

¥8,580 ）¥7,800（税抜

¥6,930 ）¥6,300（税抜

100枚

¥17,380 ）¥15,800（税抜

¥11,440 ）¥10,400（税抜

¥10,560 ）¥9,600（税抜

¥5,720 ）¥5,200（税抜

¥4,620 ）¥4,200（税抜

500枚

¥22,770 ）¥20,700（税抜

¥16,500 ）¥15,000（税抜

¥15,510 ）¥14,100（税抜

¥9,570 ）¥8,700（税抜

¥8,580 ）¥7,800（税抜

400枚

¥20,130 ）¥18,300（税抜

¥14,300 ）¥13,000（税抜

¥13,420 ）¥12,200（税抜

¥8,030 ）¥7,300（税抜

¥7,150 ）¥6,500（税抜

300枚

¥17,490 ）¥15,900（税抜

¥12,100 ）¥11,000（税抜

¥11,330 ）¥10,300（税抜

¥6,490 ）¥5,900（税抜

¥5,720 ）¥5,200（税抜

200枚

¥14,850 ）¥13,500（税抜

¥9,900 ）¥9,000（税抜

¥9,240 ）¥8,400（税抜

¥4,950 ）¥4,500（税抜

¥4,290 ）¥3,900（税抜

100枚

¥9,900 ）¥9,000（税抜

¥6,600 ）¥6,000（税抜

¥6,160 ）¥5,600（税抜

¥3,300 ）¥3,000（税抜

¥2,860 ）¥2,600（税抜

500枚

¥7,700 ）¥7,000（税抜

¥7,150 ）¥6,500（税抜

¥6,600 ）¥6,000（税抜

¥6,050 ）¥5,500（税抜

¥5,500 ）¥5,000（税抜

400枚

¥6,160 ）¥5,600（税抜

¥5,720 ）¥5,200（税抜

¥5,280 ）¥4,800（税抜

¥4,840 ）¥4,400（税抜

¥4,400 ）¥4,000（税抜

300枚

¥4,620 ）¥4,200（税抜

¥4,290 ）¥3,900（税抜

¥3,960 ）¥3,600（税抜

¥3,630 ）¥3,300（税抜

¥3,300 ）¥3,000（税抜

200枚

¥3,080 ）¥2,800（税抜

¥2,860 ）¥2,600（税抜

¥2,640 ）¥2,400（税抜

¥2,420 ）¥2,200（税抜

¥2,200 ）¥2,000（税抜

100枚

500枚

¥13,530 ）¥12,300（税抜

¥10,890 ）¥9,900（税抜

400枚

¥12,100 ）¥11,000（税抜

¥9,570 ）¥8,700（税抜

300枚

¥10,670 ）¥9,700（税抜

¥8,250 ）¥7,500（税抜

200枚

¥9,240 ）¥8,400（税抜

¥6,930 ）¥6,300（税抜

100枚

¥6,160 ）¥5,600（税抜

¥4,620 ）¥4,200（税抜

¥9,350 ¥13,200 ¥16,500 ¥18,700 ¥20,900 ¥23,100 ¥25,300 ¥27,500 ¥28,600

¥1,540 ）¥1,400（税抜

¥1,430 ）¥1,300（税抜

¥1,320 ）¥1,200（税抜

¥1,210 ）¥1,100（税抜

¥1,100 ）¥1,000（税抜

）¥4,500（税抜 ）¥8,500（税抜 ）¥12,000（税抜 ）¥15,000（税抜 ）¥17,000（税抜 ）¥19,000（税抜 ）¥21,000（税抜 ）¥23,000（税抜 ）¥25,000（税抜 ）¥26,000（税抜

B2カラー ¥4,400 ¥8,250 ¥11,550 ¥14,300 ¥16,500 ¥18,700 ¥20,900 ¥23,100 ¥25,300 ¥26,400
）¥4,000（税抜 ）¥7,500（税抜 ）¥10,500（税抜 ）¥13,000（税抜 ）¥15,000（税抜 ）¥17,000（税抜 ）¥19,000（税抜 ）¥21,000（税抜 ）¥23,000（税抜 ）¥12,000（税抜）¥24,000（税抜

）¥2,000（税抜

100μ（標準） ¥220/枚
）¥200/枚（税抜 ）¥300/枚（税抜 ）¥450/枚（税抜 ）¥850/枚（税抜 ）¥150/枚（税抜

150μ（厚手） ¥330/枚
）¥300/枚（税抜

）¥100/枚（税抜

）¥150/枚（税抜

）¥200/枚（税抜 ）¥800/枚（税抜

）¥300/枚（税抜

）¥400/枚（税抜 ）¥700/枚（税抜 ）¥900/枚（税抜 ）¥200/枚（税抜

）¥3,000（税抜 ）¥3,000（税抜

）¥4,000（税抜

）¥6,000（税抜

）¥12,000（税抜 ）¥32,000（税抜

）¥28,000（税抜

）¥16,000（税抜

両面

）¥15,000（税抜 ）¥20,000（税抜

A4・B5 片面 /両面¥30,800 ¥39,600
）¥28,000（税抜 ）¥36,000（税抜

A3・B4 片面 /両面¥39,600 ¥49,500
）¥36,000（税抜 ）¥45,000（税抜

A2以上
～）¥42,000（税抜

片面 ¥46,200～

）¥5,000（税抜
¥9,900

）¥9,000（税抜
¥13,200

）¥15,000（税抜
¥16,500

）¥18,000（税抜
¥19,800

）¥21,000（税抜
¥23,100

）¥24,000（税抜
¥26,400

）¥27,000（税抜
¥29,700

）¥30,000（税抜
¥33,000

）¥33,000（税抜
¥36,300

）+¥20/枚（税抜 ）+¥30/枚（税抜 ）+¥30/枚（税抜


