
 

 

 

 

 

 

 

 

 
モノクロ 

（全サイズ） 
カラー 

（A4, B4） 
カラー 
（A3） 

1 面あたり \10 \50 \80 
※1 枚ではなく 1 面あたりの料金です。 

両面印刷は 2 面とカウントされます。 

※B5 サイズや持込用紙へのプリントをご希望の場合、 

スタッフまでお声がけください。 

※自動ホッチキス機能もあります。（追加料金なし。） 

 

1 枚あたり \50  
※「0 発信」となっております。 

 頭に 0 を付けてからダイヤルしてください。 

 例：03-5259～に送りたい場合、「0035259～」とダイヤル。 

30 分あたり \200  
※コイン式複合機に出力ができます。 

 （別途、セルフプリント料金がかかります。） 

 カード ハガキ B5 A4 B4 A3 
フィルム 

1 枚あたり 
\10 \20 \30 \40 \50 \60 

※カウンターでラミネートフィルムをお買い求めください。作業はセルフサービスとなります。 

ラミネーターの使い方はスタッフがお伝えいたします。 

※紙詰まりなどを起こした場合、原稿の補償はできかねます。 

代替のきかないもののラミネートはお控えください。 

※フルサービスのラミネート（スタッフが作業）は、上記の 1.5 倍の料金となります。 

 

1 個あたり \750～  ※宅急便（ヤマト）の伝票をご記入の上、カウンターまでお持ちください。 

 

大型ホッチキス、穴あけパンチ、簡易断裁機などを無料でご利用いただけます。 

 
 

プラットフォームビジネスセンター 

料金表 

セルフサービス 
セルフプリントについて 
 プリント用 PC から、コイン式 
複合機に出力ができます。 
USB メモリ・SD カードなどで 
データをお持ちください。イン 
ターネットにも接続されていま 
すので、ダウンロードしたファ 
イルのプリントも可能です。 
プリント用 PCのご利用は無料 
ですが、プリント以外の用途に 
はお使いいただけません。譲り 
合ってご利用ください。 

店頭 PC のスペック 
 OS：Windows7 
 ソフト：Word2013, Excel2013, 
     PowerPoint2013 
 インターネット接続可 
 ※Adobe 系のソフトは入って 
  おりません。ご了承ください。 

2015/07/21 作成  

表記はすべて税込価格です。 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 面あたり ～99 面 ～999 面 ～4999面 ～7999面 ～9999面 ～19999 面 20000 面～ 
モノクロ（全サイズ） \14 \12 \10 \9 \8 \7 \6 

1 面あたり ～9 面 ～499 面 ～1999面 ～4999面 5000面～   
カラー（B5, A4, B4） \60 \50 \45 \40 \35   
カラー（A3, A3 のび） \90 \80 \75 \70 \65   
※紙はコピー用紙です。コート紙は 1 枚あたり＋10 円、色上質紙・名刺用紙は＋20 円の追加料金がかかります。 

※A3 のびはコート紙のみ取り扱っておりますので、1 枚あたり＋10 円がかかります。 

※手置きコピーの場合、1 面あたり＋20 円の追加料金がかかります。 

※スキャンは 1 面あたり 10 円にて承ります。（手置きスキャンの場合＋20 円。） 

※数百枚以上のカラーチラシ印刷などは上記より安くなる場合もございます。別途お見積もりいたします。 

 A3（縮小コピー） B3, A2 B2, A1 B1, A0 A0 より大きい  
1 枚あたり \100 \200 \300 \400 \500  
※紙は普通紙です。トレーシングペーパーは 1 枚あたり＋50 円の追加料金がかかります。 

※短辺は 841mm が最大です。それより大きいサイズは、別途お見積もりいたします。 

 B3, A2 B2, A1  ※紙はマット紙と光沢紙からお選びいただけます。 

 ※A1 より大きいサイズは、別途お見積もりいたします。 1 枚あたり \1500 \2800 

 50 枚 100 枚 200 枚 300 枚 1000枚  
 

1 ファイル 
あたり 片面モノクロ \700 \1000 \1600 \2100 \5000  

片面カラー \1100 \1500 \2600 \3600 \8000  文字の打ち替え \200 
両面モノクロ \900 \1200 \2200 \3000 \7000  レイアウト調整 \500 

片面カラー／片面モノクロ \1400 \2000 \3400 \4800 \11000  大幅な修正 \1000 
両面カラー \1800 \2500 \4200 \6000 \14000  データ作成 \2000 

※名刺用紙は 10 種類からお選びいただけます。    

 100 枚 200 枚 300 枚 400 枚 500 枚 1000枚 2000枚 3000枚 
長 3（クラフト・再生紙） \2800 \3500 \4100 \4600 \5000 \7000 \11000 \15000 
角 2（クラフト・再生紙） \3400 \4700 \5900 \7000 \8000 \13000 \23000 \33000 
長 3（ホワイト・カラー） \3000 \3900 \4700 \5400 \6000 \9000 \15000 \21000 
角 2（ホワイト・カラー） \3900 \5700 \7400 \9000 \10500 \18000 \33000 \48000 
※カラー封筒は 6 色からお選びいただけます。 

※上記は単色印刷（指定 8 色の中から選択）の料金です。フルカラー印刷は対応しておりません。 

※長 3 窓付き封筒・テープ付け加工・多色印刷・特色印刷は、それぞれ追加料金がかかります。 

 1 冊あたり  
中綴じ製本 

（仕上げ加工あり） 
\100 

※仕上げ加工なしの中綴じ製本はプリント料金のみとなります。なお、 

おおむね 10 枚（40 ページ）以上で仕上げ加工（小口断裁）が必要です。 

レポート製本 \300 ※「レポートメーカー」を使用した簡易製本。カバー付きでお得です。 

テープ製本 \300  

くるみ製本 \300 ※表紙用紙は色上質紙・レザックからお選びいただけます。 

リング製本 \300 
※表紙カバー（透明・黒）は 1 枚あたり＋100 円の追加料金がかかります。 

ツインループ製本 \300 
※「プリント＋製本」のみ承っております。お持ち込み原稿の製本はできかねますのでご了承ください。 

※観音製本は別途お見積もりいたします。 

 
3 行 

60×20 
4 行 

60×25 
  1 枚 2 枚 3 枚 4 枚 

アクリル台木 \2200 \2700  親子台木 \1200 \2400 \3600 \4800 

 17×17 25×27 36×37  10×35 15×46 17×56 23×66 
浸透印（正方形） \2000 \3000 \4600 浸透印（長方形） \2500 \2800 \4600 \5200 
※上記の寸法の単位は mm です。 

フルサービス 


