
名刺デザイン・印刷価格表

デザイン制作価格

 クリエイティブプラン

 ベーシックプラン

 デザイン持込プラン
 文字ベースのシンプルデザイン

 持込みイメージ有り

 オリジナルデザイン（２種程度）

　8,000円

※デザイン・文字の修正は2回まで無料です。
※規定の修正回数を超える場合、追加料金が加算されます。

※デザインデータ譲渡ご希望の場合、譲渡料が発生いたします。
データ譲渡料は制作価格の50%となります。

※ロゴ作成、トレース、写真切り抜き、オリジナルイラストは別途費用が発生します。

※デザイン料金は予告無く変更される場合がございます。

※上記価格はデザイン（校正）費用のみとなります。

印刷価格 100枚 200枚 300枚

表面カラー・裏面白黒

 片面白黒

 片面カラー

 両面カラー

1,850円 2,500円 3,700円

2,000円 3,000円 4,000円

2,500円 3,500円 5,000円

3,000円 4,500円 6,000円

デザインオプション
ロゴデザイン

地図作製

ラフイメージ無し（３案程度）

ラフイメージ有り（３案程度）

資料有り（1案程度）

30,000円

25,000円

5,000円

ベーシック／デザイン持込／クリエイティブプラン
デザイン制作価格

送料無料

全国一律６５０円

お急ぎの場合には、特急料金での対応となります。納期は状況により異なりますので、
まずはご相談ください。
特急料金は、通常のデザイン料金・イラスト制作料金の2割増となります。なお、デザイ
ンのクオリティを考慮し、難しい内容の場合はお断りさせていただく場合もあります。

特急料金について

社員数の多い企業様、月間発注枚数の多い企業様には、割引価格にてご提供させてい
ただきます。

大口注文割引

一回のご注文金額の合計金額（税抜き）が3,000円以上で送料無料です。
合計金額（税抜き）が3,000円に満たない場合は80円となります。

配送について
クロネコメール便

宅急便（ヤマト運輸）
一回のご注文金額の合計金額（税抜き）が5,400円以上で送料無料です。

多くのお客様が代理店、デザイン事務所、印刷会社を通して当社をご
利用されています。直接のお取引で「品質・スピード・価格」でご満足
いただける印刷物をご提供致します。

受注生産という性格上、またメールでの名刺デザインの確認を常時行っているため、納品後のお客様
の都合による返品及び交換は原則いたしかねます。予めご了承ください。
ただし、原稿が確認後と違う、印刷ミスがある等、当店理由による返品・交換につきましては作り直し
いたします。作り直しは商品到着から5日以内にお願いいたします。5日を過ぎてからご連絡いただい
ても返品できない場合があります。

返品交換について

DN: 201410

アミアートジャパン株式会社

ご注文・お問合せ info@ami-art.net

〒２２４-００５６
神奈川県横浜市都筑区川和台４０-１９　１F
[E-mail] info@ami-art.net
[W E B] http://www.ami-art.net

名刺印刷価格

デザインオプション価格

ロゴデザイン

地図作製
資料無し（1案程度）

4,000円

※印刷用紙は、マット180kg、コート180kg、上質紙180kgからお選びください。
※その他用紙は、別途追加料金にて承ります。

料金計算方法と計算例
1 3

※表示価格は全て税抜価格となります。別途、消費税を加算させて頂きます。

※上記以外のオプション対応も可能です。お気軽にお問合せください。

表面
裏面
表面
裏面
表面
裏面

　5,000円
 10,000円
　8,000円
 15,000円
 10,000円

※クリエイティブプラン（表面）とベーシックプラン（裏面）の組合せも可能です。

料金計算方
1111111111111111

※表示価格は全て て頂きます。

デザイン
　　　制作料金

方法と計算例

て税抜価格となります

方法

て税抜価

デザイン
オプション料金 333333333333333

す。別途、消費税を加算させてさせて

例
3333333333333

す。別途、

印刷料金

＋ ＋ ＝

合計金額
（税抜き）

 表面10,000円
 裏面  8,000円

 地図 5,000円
  両面カラー
100枚
3,000円

初稿 26,000円
増刷   3,000円

フライヤー、封筒、DM、のぼり、看板、横断幕、
カッティングシートのデザイン・印刷も承ります。

お気軽にお問合せください。



ベーシックプラン

デザイン持込みプラン

名刺・カードプリント プラン一覧

ワードやパワーポイントなどでおおまかにデザインイメー
ジを作成された原稿を提出されるか、すでにお持ちの名
刺の現物か撮影またはスキャンしたものをお送り下さい。
元イメージにデザインします。
※若干でもデザイン修正をご希望される場合「デザイン修
正」を加算したデザイン料金となります。

文字ベースのシンプルな名刺を作成します。

ビジネスにアートをプラス＋

スタンダードプランでは、当店のデザインにお客様のお名
前・ご住所等を当てはめて作成いたします。お急ぎの場合
や費用を抑えたい方におすすめです。

お客様と共に名刺デザインを創るプランです。

クリエイティブプラン

ご注文

名刺作成作業と名刺デザイン

印刷

発送

残金のお支払い

クロネコメール便（無料）、速達または時間指定のできる宅急
便でお送りいたします。

銀行振込でのお支払いの場合は、入金期限は発送後 1週間以
内でお願い致します。なお、お振込手数料はお客様に
てご負担をお願い致します。

印刷開始後の訂正及びキャンセルはできません。予めご了承
ください。

名刺デザインのご希望や文字の直しがございましたらご連絡下さい。問
題ない場合でも、印刷に入る確認をするためご返信下さい。

※細かいデザインや調整を行う前段階のラフ案（おおまかな構成などを
ご確認いただくための下書き）を作成してデザインを事前確認を行う場
合もございます。

デザインのご確認

印刷物の制作に必要となる、各ページの原稿（文章・写真・イ
ラスト・ロゴマーク等）や、資料・パンフレットなど、お客様で
ご用意いただけるものをご支給ください。また、印刷物制作に
あたり必要となる情報の取材や、詳細についてのお打ち合わ
せ、オプションの写真撮影などを、必要に応じて行います。

メールでのご注文
h t t p : / / w w w . a m i - a r t . n e t にアクセスしてDT P注文画面
を出し、必要事項をご記入下さい。お見積書とご依頼書（ご発
注書）をＥメールにて郵送させて頂きますので、必要事項を記
入頂き、返送ください。

電話でのご注文
０５０-３７３６-７９８８までお電話下さい。
お見積書とご依頼書（ご発注書）をFA X、又は郵送させて頂
きますので、必要事項を記入頂き、返送ください。

お問合せ・ご相談

どのような印刷物をご希望なのか、印刷部数や用紙のサイズ・
種類、求めているデザインイメージやご要望、ご予算など、現
時点で分かる範囲で結構ですので簡単にお聞かせください。

制作着手金のお支払

制作代金につきましては、原則としてお見積金額の「 5 0％」を
制作着手金として事前にお支払いいただいております。御請
求書を発行いたしますので、指定口座へお振込をお願いいた
します。残りの金額は、納品完了後に完成金としてお支払いい
ただきます。

スタンダードプラン・カラー
文字ベースのすっきりデザイン

クリエイティブプラン
デザインにこだわる

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

スタンダードプラン・白黒
文字ベースのすっきりデザイン

TOKYO       ICHIRO 
東京 一郎

Email: info@ami-art.net

アミアートジャパン株式会社

代表取締役
Representative Director

Ami Art Japan Inc.

〒106-0032 東京都港区六本木5-13-XX エスティメゾン麻布永坂

Inspire the artistic beauty

Office: 050-3736-7988

Art Concierge Tokyo

特別なシーンにアート
をプラス＋

多くのお客様が代理店、デザイ

ン事務所、印刷会社を通して当

社をご利用されています。直接

のお取引で「品質・スピード・

価格」にご満足いただけ印刷物

をご提供致します。
ご予約・お問合せ

050-3736-7988
i n f o @ a m i - a r t . n e t

DTP事業

DTPメニュー

事業内容

名刺デザイン・印刷
フライヤーデザイン・印刷
看板デザイン・印刷

お名前の上・下のいずれかにフリガナや
ローマ字表記をお入れします。

ルビ入れ

ロゴ・写真入れ
お持ち頂いたロゴや写真を、ご指定の場
所へお入れします。オプションで制作も可

文字修正（位置・サイズ・打ちかえ）
文字サイズを大小変更、文字位置をご指
定の位置へ変更できます。

書体変更
基本書体からお選び頂けます。また、お客
様でご用意頂いたフォントも使用可です

色変更
文字色、社名の色を自由にお選び頂けま
す。

デザイン持込みプラン
デザインと短納期にこだわる

※ロゴ製作費用は別途となります。詳細は名刺価格表・オプションをご確認ください。

ご注文の流れ

Ami Art Japan

Ami Art Japan

ヒアリングによりご希望のデザインを伺い、弊社デザイナ
ーがご提案を行います。お客様の好みにとことんこだわり
「欲しかった名刺」を作成致します。

デザインイメージをご自身で作成し印刷データのみ
を制作、また既にある名刺の印刷用デザインデータ
を元に作るプランです。

※ロゴ製作費用は別途となります。詳細は名刺価格表・オプションをご確認ください。


