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UVフルカラー印刷（A4以内）〈996079〉

入数 1〜4枚
（ミニマム工賃） 5枚〜 30枚〜 50枚〜

税込（単価） 一律￥8,250 ￥1,650 ￥1,555 ￥1,540

1冊あたり 一律￥7,500 ￥1,500 ￥1,450 ￥1,400

・データ制作料：本体価格 ￥12,000（税込 ￥13,200）
・納期：要相談

UV箔印刷（金または銀）〈996079〉

入数 1〜4枚
（ミニマム工賃） 5枚〜 30枚〜 50枚〜

税込
（単価） 一律￥9,900 ￥1,980 ￥1,925 ￥1,870

1冊
あたり 一律￥9,000 ￥1,800 ￥1,750 ￥1,700

・データ制作料：本体価格 ￥12,000（税込 ￥13,200）
・サイズ：W100×H100mm以内
・納期：要相談

UVフルカラー印刷＋UV箔印刷（金または銀）〈996079〉

入数 1〜4枚
（ミニマム工賃） 5枚〜 30枚〜 50枚〜

税込
（単価） 一律￥11,000 ￥2,200 ￥2,145 ￥2,090

1冊
あたり 一律￥10,000 ￥2,000 ￥1,950 ￥1,900

・データ制作料：本体価格 ￥12,000（税込 ￥13,200）
・サイズ：W100×H100mm以内
・納期：要相談

拡大 拡大
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オプション（追加工賃）

1色増し 和紙に変更
入数 1,000 2,500 5,000 10,000 入数 1,000 2,500 5,000 10,000
税込

（合計） ￥11,000 ￥22,000 ￥33,000 ￥55,000 税込
（合計） ￥11,000 ￥22,000 ￥33,000 ￥55,000

1個
あたり ￥10 ￥8 ￥6 ￥5 1個

あたり ￥10 ￥8 ￥6 ￥5

六ツ折ナプキン　サイズ：H250×W250mm

入数 10,000 20,000 50,000
税込

（合計） ￥33,000 ￥61,600 ￥137,500

1枚
あたり ￥3 ￥2.8 ￥2.5

・データ制作料：本体価格 ￥4,800（税込 ￥5,280）
・製版代：本体価格 ￥4,800（税込 ￥5,280）
・納期：20日間

ボックスマッチ 寸二型 1色印刷　サイズ：56×36×9mm
　　　　　　　　　　　　　　 　プレスコート紙

入数 1,000 2,500 5,000 10,000
税込

（合計） ￥55,000 ￥82,500 ￥143,000 ￥264,000
1個

あたり ￥50 ￥30 ￥26 ￥24

・データ制作料：本体価格 ￥6,000（税込 ￥6,600）
・納期：40日間

①ハカマ型（5型）8〜9寸用　かつらぎ〈52〉、裏刷り、サイズ：130×37.7mm

入数
1色
刷り

5,000 10,000 20,000 30,000 50,000

2色
刷り

5,000 10,000 20,000 30,000 50,000
税込

（合計） ￥22,000 ￥33,000 ￥57,200 ￥75,900 ￥110,000 ￥27,500 ￥40,700 ￥72,600 ￥99,000 ￥148,500

1枚
あたり ￥4 ￥3 ￥2.6 ￥2.3 ￥2 ￥5 ￥3.7 ￥3.3 ￥3 ￥2.7

②スミ切型（4型８寸）　上質〈45〉、8寸用、サイズ：190×33mm

入数
1色
刷り

5,000 10,000 20,000 30,000 50,000

2色
刷り

5,000 10,000 20,000 30,000 50,000
税込

（合計） ￥19,250 ￥28,600 ￥50,600 ￥66,000 ￥99,000 ￥36,300 ￥34,100 ￥61,600 ￥82,500 ￥126,500

1枚
あたり ￥3.5 ￥2.6 ￥2.3 ￥2 ￥1.8 ￥6.6 ￥3.1 ￥2.8 ￥2.5 ￥2.3

③三ツ折型（M16）（折加工含み）　上質〈55〉、8〜9寸用、サイズ：265×96mm

入数
1色
刷り

5,000 10,000 20,000 30,000 50,000

2色
刷り

5,000 10,000 20,000 30,000 50,000
税込

（合計） ￥38,500 ￥66,000 ￥110,000 ￥132,000 ￥209,000 ￥44,000 ￥72,600 ￥123,200 ￥151,800 ￥242,000

1枚
あたり ￥7 ￥6 ￥5 ￥4 ￥3.8 ￥8 ￥6.6 ￥5.6 ￥4.6 ￥4.4



65

紙コースター　サイズ：90mm（丸 又は 角丸）

入数 2,000 3,000 5,000 10,000

0.6mm
厚

税込
（合計） ￥39,600 ￥52,800 ￥77,000 ￥132,000

1個
あたり ￥18 ￥16 ￥14 ￥12

1mm
厚

税込
（合計） ￥57,200 ￥79,200 ￥99,000 ￥176,000

1個
あたり ￥26 ￥24 ￥18 ￥16

2mm
厚

税込
（合計） ￥79,200 ￥112,200 ￥154,000 ￥286,000

1個
あたり ￥36 ￥34 ￥28 ￥26

1色増し
料金

税込
（合計） ￥11,000 ￥13,860 ￥19,800 ￥33,000

1個
あたり ￥5 ￥4.2 ￥3.6 ￥3

・データ制作料：本体価格 ￥4,800（税込 ￥5,280）
・納期：20日間
・ベタ刷りは1色増しとなります。

コルクコースター　サイズ：95mm（丸 又は 角丸）、5mm厚
　　　　　　　　　UVカラープリント

入数 100 300 500 1,000
税込

（合計） ￥28,600 ￥79,200 ￥126,500 ￥242,000

1枚
あたり ￥260 ￥240 ￥230 ￥220

・データ制作料：本体価格 ￥4,800（税込 ￥5,280）
・納期：14日間

ライター　NP-6、白／黒／5色混合（半透明）
　　　　　片面UVフルカラープリント

入数 100 300 500
税込

（合計） ￥19,800 ￥52,800 ￥82,500

1個
あたり ￥180 ￥160 ￥150

・データ制作料：本体価格 ￥4,800（税込 ￥5,280）
・納期：10日間
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のぼり　サイズ：W450×H1,800mm、W600×H1,800mm
            素　材：テトロン使用

入数 1 3〜 5〜 10〜 30〜 50〜
税込

（単価） ￥5,060 ￥3,960 ￥3,410 ￥3,190 ￥2,970 ￥2,750

1枚
あたり ￥4,600 ￥3,600 ￥3,100 ￥2,900 ￥2,700 ￥2,500

・データ制作料：本体価格 ￥7,200（税込 ￥7,920）
・納期：14日間

オプション（追加工賃）

三巻縫製 防炎加工・認定シール付
税込

（単価） ￥660 税込
（単価） ￥1,320

1枚
あたり ￥600 1枚

あたり ￥1,200

周囲を縫製して
堅牢度を高めます。
風の強い場所で効果的！

繊維を燃えにくくすることで
製品が「もえぐさ」となる
火災を予防します。

本染めのれん　シャークスキン地（綿）

サイズ 900×450mm 900×600mm 1,200×600mm 1,200×900mm 1,800×600mm 1,800×900mm

1色染め
税込（単価） ￥29,700 ￥31,900 ￥33,000 ￥37,400 ￥39,600 ￥48,400

税抜き ￥27,000 ￥29,000 ￥30,000 ￥34,000 ￥36,000 ￥44,000

2色染め
税込（単価） ￥35,200 ￥37,400 ￥38,500 ￥42,900 ￥45,100 ￥53,900

税抜き ￥32,000 ￥34,000 ￥35,000 ￥39,000 ￥41,000 ￥49,000

3色染め
税込（単価） ￥40,700 ￥42,900 ￥44,000 ￥48,400 ￥50,600 ￥59,400

税抜き ￥37,000 ￥39,000 ￥40,000 ￥44,000 ￥46,000 ￥54,000

・データ制作料：本体価格 ￥7,200（税込 ￥7,920）
・納期：14日間
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プリントタオル（白）　片耳 濃紺1色プリント、のし巻き（黒1色刷り）／ポリ袋つめ

入数 120 240 360 600 1,200

180匁
シリンダー白

税込（合計） ￥39,600 ￥68,640 ￥95,040 ￥151,800 ￥277,200

1枚あたり ￥300 ￥260 ￥240 ￥230 ￥210

200匁
純白ソフト

税込（合計） ￥43,560 ￥76,560 ￥106,920 ￥171,600 ￥316,800

1枚あたり ￥330 ￥290 ￥270 ￥260 ￥240

・データ制作料：本体価格 ￥4,800（税込 ￥5,280）
・納期：20日間
・ご注文はダース（12本）単位でお願いいたします。

Tシャツ、エプロン、エコバッグ　

入数 1〜9
（ミニマム工賃） 10〜49 50〜99 100〜

税込
（単価） 一律￥6,600 ￥660 ￥550 ￥495

1枚
あたり 一律￥6,000 ￥600 ￥500 ￥450

ポロシャツ、パーカー、トレーナー　

入数 1〜9
（ミニマム工賃） 10〜49 50〜99 100〜

税込
（単価） 一律￥9,900 ￥990 ￥880 ￥770

1枚
あたり 一律￥9,000 ￥900 ￥800 ￥700

製版代 データ
制作料

インク
色替え代

畳み
袋つめ代

税込
（単価） ￥13,200 ￥5,280 ￥8,800 ￥88

1点
あたり ￥12,000 ￥4,800 ￥8,000 ￥80

※インク色替え代：同じ版で色を変える場合（1色につき）
※ブルゾン・キャップ等はお問い合せください。




