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本出力サービスは、当店でご購入の用紙に限りご利用いただけます。

当店で購入されたかどうかの判断が難しい用紙については、
  出力をお断りさせていただく場合があります。



バックス画材の印刷は「選べる紙の種類」が豊富！

ちょっと変わった質感の紙や色のついた紙など、バックス画材で
取り扱っている用紙（※）の中から自由に選んで印刷することができます。

また、それぞれの紙に応じてプリンターの設定を最適化する技術によって
高品質な印刷を実現しています。

（※薄紙・ボール紙など、一部印刷不可の紙があります）

▼ 高品質プリント 
　  …チラシ、フライヤー、プレゼン資料、写真、リーフレットなど 
        
▼ 名刺・ショップカード 
　  …ポイントカード、診察券、メンバーズカードなど
  
▼ ポストカード
　  …はがき、年賀状、暑中見舞い、案内状など
  
▼ ポスター 
　  …イベント案内ポスター、大型フォトなど
  
▼ ブックレット・冊子
　  …ポートフォリオ、写真集、画集、文集、パンフレットなど
     
▼ カッティングシート
　  …ショーウィンドウ、車両の装飾など

取り扱い商品一覧



◆ 印刷イメージ

◆ 納期について

◆ 印刷メニュー

モノクロ片面
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モノクロ両面

○
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カラー片面
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高品質プリント

名刺
ショップカード

ポスター

ブックレット
冊子

ポストカード・DM

ホワイトプリント

○
○
○
×

一部表現のみ○

白地の紙にカラー（CMYK）で印刷カラー

白地の紙にモノクロ（グレースケール）で印刷モノクロ

ホワイト 色のついた紙にホワイトで印刷

カラー ホワイトモノクロ

11:00~13:00 までのご入稿

高品質プリント

名刺・ショップカード

ポスター

ブックレット・冊子

14:00~17:00 までのご入稿

ポストカード・DM

当日（17:00 以降）お渡し

カッティングシート

パネル貼り加工

ラミネート加工

納期 +１日後お渡し

当日（17:00 以降）お渡し

4日後お渡し

1日後お渡し

1日後お渡し

納期+１時間後お渡し

納期+1日後お渡し

1日後お渡し

1日後お渡し

1日後お渡し

納期+１時間後お渡し

スキャニング 納期 +１日後お渡し納期+1日後お渡し



◆ サイズ早見表 ◆ A 判・B判 図解

A1
A2

A3
A4

A5

B1
B2

B3
B4

B5

◆ サイズについて

315 ㎜×450 ㎜（A3ノビ）まで

55 ㎜×91 ㎜

100 ㎜×148 ㎜

B0 まで（長尺は別途見積もり）

A3 横（仕上がりサイズ）まで

高品質プリント

名刺
ショップカード

ポスター

ブックレット
冊子

ポストカード・DM

◆ ハガキ・名刺サイズ

A4ノビに4枚分印刷 A4に10枚分印刷
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A3 ノビ

A4 ノビ

182mm×257mm
210mm×297mm

225mm×315mm
257mm×364mm
297mm×420mm
315mm×450mm

364mm×515mm
420mm×594mm
515mm×728mm
594mm×841mm
728mm×1030mm
841mm×1189mm
1030mm×1456mm



料金計算式

①出力料金 + ②プリント技術料金 + ③紙料金 + ④裁断料金
【オプション】

※片面・両面とも印刷可能です。
※ホワイトプリントは印刷面積が全体の50%を超える場合、価格が倍になります。

●基本サービス 料金表
（カッコ内の金額は税込料金です）

◆ 高品質プリント ※ご注文枚数・内容によっては追加の日数を頂く場合があります。

14:00～17:00 までのご入稿11:00～13:00 までのご入稿

当日（17:00 以降）お渡し 1 日後 お渡し

モノクロ 1面

¥20/枚 (¥22)
カラー 1面

A3ノビまで
1～49 枚

A3 ノビまで
50 枚以上

ホワイト 1色 ホワイト 1色
＋モノクロ 1色

ホワイト 1色
＋カラー 4色

¥80/枚 (¥88)
¥15/ 枚 (¥16) ¥60/ 枚 (¥66)

¥500/枚 (¥550) ¥520/枚 (¥572) ¥580/枚 (¥638)

①出力料金

③紙料金

実費

②プリント技術料金

¥300/データ (¥330)

【オプション】 ④裁断料金

¥100/カット (¥110)

レーザープリンターの特性上、印刷した紙の四辺に

白枠（印刷不可の領域）が必ずできます。

紙の端まで印刷する「フチなし印刷」をご希望の場合は、

各辺に3mmの塗り足しをつけたデータをご準備ください。

塗り足しのあるデータをノビサイズの用紙に出力し、

四辺をカットすることで「フチなし印刷」を実現します。

入稿データに関する詳細は、

別途資料「データ入稿に関する手引き」をご覧ください。

フチなし印刷について



●基本サービス 料金表
（カッコ内の金額は税込料金です）

◆ 名刺・ショップカード ※ご注文枚数・内容によっては追加の日数を頂く場合があります。

17:00 までのご入稿

1 日後 お渡し

料金計算式

①出力料金 + ②プリント技術料金 + ③紙料金

モノクロ片面

¥650 (¥715)

モノクロ両面

20 枚

カラー片面 モノクロ片面
/カラー片面①-1 出力料金 カラー両面

30 枚

40 枚

50 枚～190 枚

200 枚～390 枚

400 枚～

¥750 (¥825) ¥900 (¥990) ¥1,000 (¥1,100) ¥1,200 (¥1,320)
¥680 (¥748) ¥800 (¥880) ¥980 (¥1078) ¥1,080 (¥1,188) ¥1,350 (¥1,485)
¥710 (¥781) ¥850 (¥935) ¥1,060 (¥1,166) ¥1,160 (¥1,276) ¥1,500 (¥1,650)
¥15/枚 (¥16) ¥18/枚 (¥19) ¥21/枚 (¥23) ¥24/枚 (¥26) ¥30/枚 (¥33)
¥10/枚 (¥11) ¥13/枚 (¥14) ¥16/枚 (¥17) ¥19/枚 (¥20) ¥25/枚 (¥27)
¥8/ 枚 (¥8) ¥10/枚 (¥11) ¥13/枚 (¥14) ¥15/枚 (¥16) ¥20/枚 (¥22)

ホワイト 1色

10 枚～

①-2 出力料金 ホワイト 1色
＋モノクロ 1色

ホワイト 1色
＋カラー 4色

¥1,020/10 枚 (¥1,122) ¥1,520/10 枚 (¥1,672) ¥1,610/10 枚 (¥1,771)

③紙料金

実費

②プリント技術料金

¥500/データ (¥550)

※ご注文枚数は10枚単位となります。
※ホワイトプリントは印刷面積が全体の50%を超える場合、価格が倍になります。
※ホワイトプリントは摩擦に弱いため、片面印刷のみとなります。



●基本サービス 料金表
（カッコ内の金額は税込料金です）

◆ ポストカード・DM ※ご注文枚数・内容によっては追加の日数を頂く場合があります。

17:00 までのご入稿

1 日後 お渡し

料金計算式

①出力料金 + ②プリント技術料金 + ③紙料金

モノクロ片面

¥750 (¥825)

モノクロ両面

10 枚

カラー片面 モノクロ片面
/カラー片面①-1 出力料金 カラー両面

20 枚

30 枚

40 枚

50 枚～190 枚

200 枚～390 枚

¥950 (¥1,045) ¥1,250 (¥1,375) ¥1,650 (¥1,815) ¥1,800 (¥1,980)
¥900 (¥990) ¥1,200 (¥1,320) ¥1,500 (¥1,650) ¥2,000 (¥2,200) ¥2,280 (¥2,508)
¥1,050 (¥1,155) ¥1,300 (¥1,430) ¥1,650 (¥1,815) ¥2,200 (¥2,420) ¥2,590 (¥2,849)
¥1,150 (¥1,265) ¥1,400 (¥1,540) ¥1,800 (¥1,980) ¥2,400 (¥2,640) ¥2,840 (¥3,124)
¥25/枚 (¥27) ¥30/枚 (¥33) ¥38/枚 (¥41) ¥50/枚 (¥55) ¥63/枚 (¥69)
¥20/枚 (¥22) ¥26/枚 (¥28) ¥32/枚 (¥35) ¥45/枚 (¥49) ¥53/枚 (¥58)

ホワイト 1色

10 枚～

①-2 出力料金 ホワイト 1色
＋モノクロ 1色

ホワイト 1色
＋カラー 4色

¥1,900/10 枚 (¥2,090) ¥1,640/10 枚 (¥1,804) ¥2,040/10 枚 (¥2,244)

③紙料金

実費

②プリント技術料金

¥500/データ (¥550)

※ご注文枚数は10枚単位となります。
※ホワイトプリントは印刷面積が全体の50%を超える場合、価格が倍になります。
※ホワイトプリントは摩擦に弱いため、片面印刷のみとなります。

400 枚～ ¥18/枚 (¥19) ¥24/枚 (¥26) ¥30/枚 (¥33) ¥42/枚 (¥46) ¥50/枚 (¥55)



●基本サービス 料金表
（カッコ内の金額は税込料金です）

◆ ポスター ※ご注文枚数・内容によっては追加の日数を頂く場合があります。

14:00～17:00 までのご入稿11:00～13:00 までのご入稿

当日（17:00 以降）お渡し 1 日後 お渡し

料金計算式

①出力料金 + ②紙料金 + ③裁断料金
【オプション】【オプション】

薄手マット紙 プレミアムマット紙

B3 / A2

光沢・半光沢紙 インクジェットキャンバス
（マット・グロス）①出力料金 自由選択紙

B2 / A1

B1 / A0

B0

¥1,500/枚 (¥1,650) ¥2,000/枚 (¥2,200) ¥2,300/枚 (¥2,530) ¥4,000/枚 (¥4,400) ¥1,400/枚 (¥4,400) 
＋紙料金

¥2,200/枚 (¥2,420) 
＋紙料金

¥3,700/枚 (¥4,070) 
＋紙料金

¥5,200/枚 (¥5,720) 
＋紙料金

¥2,400/枚 (¥2,640) ¥3,400/枚 (¥3,740) ¥4,000/枚 (¥4,400) ¥6,800/枚 (¥7,480)

¥4,000/枚 (¥4,400) ¥5,300/枚 (¥5,830) ¥5,900/枚 (¥6,490) ¥10,600/枚 (¥11,660)

¥5,600/枚 (¥6,160) ¥7,200/枚 (¥7,920) ¥7,900/枚 (¥8,690)

※自由選択紙は当店でお買い求めいただいた用紙に限ります。

【オプション】 ②紙料金

実費

【オプション】 ③裁断料金

¥100/カット (¥110)

※自由選択紙をご希望の場合のみ

薄手マット紙
　落ち着きある風合いを高画質で再現するマット調の紙。
　パネル貼り加工にもおすすめです。

プレミアムマット紙
　落ち着いた風合いの高品質マット紙。
　幅広い色再現性を持っており、
　写真やファインアートの印刷に適しています。
　無光沢なので光源の映りこみがなく、
　高級感のある掲示物を作成することができます。

光沢・半光沢紙
　高級感にあふれた艶のある薄手の紙。
　細部まで鮮明に出力することが可能で、
　写真などを鮮やかに再現できます。

インクジェットキャンバス
　鮮やかな発色が特徴の印刷用キャンバス。
　光沢のないマットと光沢のあるグロスを選べます。
　パネル貼り加工にもおすすめです。

出力用紙について



●基本サービス 料金表
（カッコ内の金額は税込料金です）

◆ ブックレット・冊子 ※ご注文枚数・内容によっては追加の日数を頂く場合があります。

17:00 までのご入稿

4 日後 お渡し

料金計算式

（①製本料金 + ②出力料金） × 冊数 + ③プリント技術料金 + ④紙料金

リング製本 無線綴じ製本

1冊～3冊

中綴じ製本①製本料金

4冊～

¥650/冊 (¥715) ¥600/冊 (¥660) ¥400/冊 (¥440)

¥450/冊 (¥495) ¥400/冊 (¥440) ¥200/冊 (¥220)

※最大サイズ：リング製本→A3ヨコ、無線綴じ製本→A3ヨコ、中綴じ製本→A4タテ
※中綴じ製本のページ数は36ページ以内推奨です。
※不定形サイズは要相談となります。

モノクロ カラー

A5サイズ以内

ホワイト②出力料金

A4サイズ以内

¥8/ページ (¥8) ¥30/ページ (¥33)

¥500/ページ (¥550)¥10/ページ (¥11) ¥40/ページ (¥44)

A3 サイズ以内 ¥20/ページ (¥22) ¥80/ページ (¥88)

※ホワイトプリントは表紙の一部（印刷面積が全体の50%以下）のみ可能です。

24 ページ以内 25～48 ページ 49 ページ以上③プリント技術料金

¥1,000/データ (¥1,100) ¥1,500/データ (¥1,650) ¥2,000/データ (¥2,200)

③紙料金

実費



●基本サービス 料金表
（カッコ内の金額は税込料金です）

◆ カッティングシート ※ご注文枚数・内容によっては追加の日数を頂く場合があります。

17:00 までのご入稿

1 日後 お渡し

料金計算式

①材料 & 加工料金 + ②データ作業料金

短辺 150mm以内 短辺 250mm以内

～200mm

短辺 350mm以内①材料 &加工料金

¥600 (¥660) ¥640 (¥704) ¥700 (¥770)

～400mm ¥1,200 (¥1,320) ¥1,280 (¥1,408) ¥1,400 (¥1,540)

～600mm ¥1,800 (¥1,980) ¥1,920 (¥2,112) ¥2,100 (¥2,310)

～800mm ¥2,400 (¥2,640) ¥2,560 (¥2,816) ¥2,800 (¥3,080)

～1000mm ¥3,000 (¥3,300) ¥3,200 (¥3,520) ¥3,500 (¥3,850)

1000mm以上 別途見積もり

※カッティングシート・リタックシート（転写シート）・加工料金込みの価格となります。
※出力可能サイズは、短辺350mm/最長5mまでです。
※蛍光・金・銀のカッティングシートの場合、価格が1.5倍になります。
※文字抜き作業および転写シートを使った貼り作業は、お客様自身で行なっていただきます。
※カッティングマシンの性能上、幅3mm以下のオブジェクトは切り出しができない可能性があります。

②データ作業料金

¥300 (¥330)



¥600/枚 (¥660)

●オプション加工サービス 料金表
（カッコ内の金額は税込料金です）

◆ パネル貼り加工 ※ご注文枚数・内容によっては追加の日数を頂く場合があります。

納期＋1日後 お渡し

料金計算式

①加工料金 + ②パネル料金

A3サイズ以内 A2 サイズ以内 A1 サイズ以内①加工料金

¥1,140/枚 (¥1,254) ¥2,100/枚 (¥2,310)

②パネル料金

実費

①フィルム&加工料金

◆ ラミネート加工 ※ご注文枚数・内容によっては追加の日数を頂く場合があります。

納期＋1時間後 お渡し

名刺サイズ
65mm×95mm

料金計算式

①フィルム & 加工料金

ハガキサイズ
109mm×154mm

A5 サイズ
154mm×216mm

A4 サイズ
216mm×303mm

A3 サイズ
303mm×426mm

¥440/枚 (¥484) ¥450/枚 (¥495) ¥455/枚 (¥500) ¥470/枚 (¥517) ¥500/枚 (¥550)

※当店で出力した用紙を店頭在庫のあるパネルに貼り付ける加工です。お持ち込み品の加工はお受け致しかねます。

※当店で出力した用紙をラミネートするサービスです。お持ち込み品の加工はお受け致しかねます。

¥200/面 (¥220)

◆ スキャニング ※ご注文枚数・内容によっては追加の日数を頂く場合があります。

納期＋1日後 お渡し

料金計算式

①作業料金

A3サイズ以内①作業料金

※スキャンデータはUSB等でお持ち帰りいただくことが可能です。
※書籍・キャンバス等の厚みがあるものの場合、データに影が入り込むことがあります。
※スキャンデータの修正（サイズ調整・色補正）はお受け致しかねます。


