
【印刷料金表（一例）】株式会社アスク　デザイン部　 2020/8/19

■ポスティングと同時申込で印刷代の割引致します。（5％程度）
■デザインデータ作成も承ります（内容により料金5,000円～100,000円程度）

No カテゴリ 商品 サイズ 内容 色 紙質 紙厚 数量（枚・個） 単価 発注数量 料金 概要
1 印刷 名刺 55×91mm 片面 カラー ホワイトアートポスト 180 1,000 ¥2.69 1000 ¥2,690
2 印刷 スタンプカード 170x54mm 両面 カラー 表面ミラー／裏面上質 180 1,000 ¥24.25 1000 ¥24,250
3 印刷 診察券 54×85mm 両面 カラー マットコート 180 1,000 ¥8.56 1000 ¥8,560
4 印刷 チケット 170x54mm 両面 カラー コート 90 1,000 ¥6.42 1000 ¥6,420
5 印刷 回数券 192mmx55mm 両面 カラー コート 90 1,000 ¥28.32 1000 ¥28,320 6枚綴り、ミシン目5本入
6 印刷 チラシ・フライヤー A4 両面 カラー コート 90 10,000 ¥3.30 10000 ¥33,000
7 印刷 ポスター A1 ラミネートフィルム加工なし カラー マットコート 130～ 1 ¥5,960.00 1 ¥5,960 A0～B0まで対応
8 印刷 ポスター A1 ラミネートフィルム加工あり カラー マットコート 130～ 1 ¥7,760.00 1 ¥7,760 A0～B0まで対応
9 印刷 ポスター A1 パウチ加工あり カラー マットコート 130～ 1 ¥6,200.00 1 ¥6,200 A0～B0まで対応

10 印刷 車両広告  B3（515×364mm） 中吊り広告 カラー コート 110 1,000 ¥17.20 1000 ¥17,200
11 印刷 クーポン付きチラシ A4 両面 カラー コート 90 10,000 ¥6.64 10000 ¥66,400 クーポン4枚綴り（ミシン目）
12 印刷 返信はがき付チラシ A4 両面 カラー コート 110 10,000 ¥8.00 10000 ¥80,000
13 印刷 フルカラー包装紙 A2（420×594mm） 片面 カラー 片艶晒クラフト 51.5 5,000 ¥22.60 5000 ¥113,000
14 印刷 中綴じ冊子 A4冊子8ページ 両面 カラー コート 90 1,000 ¥29.00 1000 ¥29,000
15 印刷 中綴じ冊子 A4冊子40ページ 両面 カラー コート 90 1,000 ¥121.20 1000 ¥121,200
16 印刷 無線綴じ冊子 A4冊子表紙4P＋本文32P 両面 カラー コート 90 1,000 ¥96.20 1000 ¥96,200
17 印刷 スクラム製本冊子 A4 両面 カラー コート 90 1,000 ¥29.20 1000 ¥29,200
18 印刷 折りパンフレット A4 三つ折り（6P） 両面 カラー コート 110 1,000 ¥32.90 1000 ¥32,900
19 印刷 フリーペーパー A4　8ページ 両面 カラー コート 90 5,000 ¥12.80 5000 ¥64,000
20 印刷 ビジネス資料 A4ホッチキス止め（10P） 両面 カラー 上質 70 100 ¥186.00 100 ¥18,600
21 印刷 フォトアルバム 210×210mm（30P） 両面 カラー 光沢 180 10 ¥2,807.00 10 ¥28,070
22 印刷 カレンダー 卓上100x148mm16枚組 ＋ PPTケース（カレンダーケース）付 両面 カラー ホワイトアートポスト 180 500 ¥226.00 500 ¥113,000
23 印刷 フォルダー A4版ダブルポケットフォルダー 両面 カラー ホワイトアートポスト 180 1,000 ¥89.60 1000 ¥89,600
24 印刷 クリアファイル 箔押し名入れクリアファイル 名入れ 金or銀 PP（透明） 0.22 5,000 ¥27.10 5000 ¥135,500 ファル310x220mm(A4サイズ対応)、原稿データサイズ 100x50mm
25 印刷 ブック帯・ブックカバー A6判縦型(最大幅430mm x 高さ 74mm) 片面 カラー コート 135 1,000 ¥15.91 1000 ¥15,910 スジ入れ工2本
26 印刷 商品ラベル・シール 60×60mm 片面 カラー アート紙（ラミネート加工なし） 1,000 ¥16.35 1000 ¥16,350 1シート12個
27 印刷 商品ラベル・シール 60×60mm 片面 カラー アート紙（ラミネート加工あり） 1,000 ¥17.89 1000 ¥17,890 1シート12個
28 印刷 ステッカー 面積12㎠以内 片面 カラー 合成紙 標準 300 ¥86.35 300 ¥25,905 ハーフカットあり
29 印刷 テープ 15mm×20m 片面 カラー テープ 標準 10 ¥1,371.00 10 ¥13,710 幅15～50mmまであり
30 印刷 リボン 38mm×5ｍ 片面 カラー リボン サテン 10 ¥1,849.20 10 ¥18,492
31 印刷 パネル A1 片面 カラー マットボードパネル 7mm/5mm 1 ¥5,220.00 1 ¥5,220
32 印刷 卓上POP 135×103mm 片面 カラー ホワイトアートポスト 180 10 ¥949.00 10 ¥9,490 横テント型
33 印刷 サイン・ディスプレイ 高さ1270×横400mm 片面 カラー 専用紙 標準 1 ¥7,220.00 1 ¥7,220 自立式スタンドPOP
34 印刷 年賀状・暑中見舞い はがきサイズ 両面 カラー 標準 標準 300 ¥142.40 300 ¥42,720 宛名印刷・発送・はがき代込み
35 印刷 うちわ 直径：206mm 両面 カラー JETエース550 0.66 5,000 ¥26.21 5000 ¥131,050 紙うちわ
36 印刷 選挙ポスター Ａ3(420ｘ300mm) 片面 カラー ユポ （耐水性合成紙） 110 100 ¥258.90 100 ¥25,890
37 印刷 商品タグ 55mm×91mm（糸付き） 両面 カラー ホワイトアートポスト 220 1,000 ¥17.66 1000 ¥17,660

（注）上記は印刷代のみの料金です。データはお客様にご支給いただきます。 株式会社アスク
（注）サイズ違いやカラーorモノクロ、紙質違い、紙厚違い、数量違いなどご要望に応じてお見積もりいたします。（無料見積もり） 〒192-0907
（注）入稿作業基本料として1件あたり一律1,000円が加算されます。 東京都八王子市長沼町271-6
（注）入金確認後、入稿させていただきます。（前入金） TEL 042-683-1141
（注）別途消費税を申し受けます。 FAX 042-683-1142


