
Price List
  

アクリルダイカット & UVプリント
加工サイズ パーツ数上限*3 印刷 1種類 追加個数 50個～ 100個～ 300個～ 500個～ 1000個～ 2000個～ 3000個～

片面印刷 ¥1,500 ¥270 ¥210 ¥170 ¥140 ¥85 ¥78 ¥70 ¥62
両面印刷 ¥1,900 ¥320 ¥260 ¥220 ¥190 ¥110 ¥103 ¥95 ¥87
片面印刷 ¥1,500 ¥275 ¥215 ¥180 ¥150 ¥95 ¥88 ¥80 ¥72
両面印刷 ¥1,900 ¥325 ¥265 ¥230 ¥200 ¥120 ¥113 ¥105 ¥97
片面印刷 ¥1,500 ¥280 ¥220 ¥190 ¥160 ¥100 ¥95 ¥88 ¥85
両面印刷 ¥1,900 ¥330 ¥270 ¥240 ¥210 ¥125 ¥120 ¥113 ¥110
片面印刷 ¥1,500 ¥300 ¥242 ¥182 ¥172 ¥162 ¥142 ¥122 ¥102
両面印刷 ¥1,900 ¥350 ¥292 ¥232 ¥222 ¥212 ¥192 ¥172 ¥152
片面印刷 ¥1,500 ¥305 ¥250 ¥200 ¥180 ¥150 ¥120 ¥119 ¥117
両面印刷 ¥1,900 ¥355 ¥300 ¥250 ¥230 ¥175 ¥145 ¥144 ¥142
片面印刷 ¥1,800 ¥330 ¥280 ¥250 ¥220 ¥180 ¥175 ¥170 ¥165
両面印刷 ¥2,200 ¥380 ¥330 ¥300 ¥270 ¥205 ¥200 ¥195 ¥190
片面印刷 ¥1,800 ¥345 ¥305 ¥285 ¥240 ¥225 ¥220 ¥218 ¥216
両面印刷 ¥2,200 ¥395 ¥355 ¥335 ¥290 ¥250 ¥245 ¥243 ¥241
片面印刷 ¥1,800 ¥350 ¥310 ¥290 ¥250 ¥235 ¥230 ¥228 ¥226
両面印刷 ¥2,200 ¥400 ¥360 ¥340 ¥300 ¥260 ¥255 ¥253 ¥251
片面印刷 ¥1,800 ¥385 ¥340 ¥300 ¥285 ¥270 ¥268 ¥265 ¥263
両面印刷 ¥2,200 ¥435 ¥390 ¥350 ¥335 ¥295 ¥293 ¥290 ¥288
片面印刷 ¥2,000 ¥400 ¥355 ¥315 ¥295 ¥280 ¥275 ¥270 ¥268
両面印刷 ¥2,400 ¥450 ¥405 ¥365 ¥345 ¥305 ¥300 ¥295 ¥293
片面印刷 ¥2,000 ¥410 ¥370 ¥330 ¥300 ¥290 ¥285 ¥280 ¥275
両面印刷 ¥2,400 ¥460 ¥420 ¥380 ¥350 ¥315 ¥310 ¥305 ¥300
片面印刷 ¥2,000 ¥440 ¥400 ¥370 ¥310 ¥300 ¥295 ¥285 ¥280
両面印刷 ¥2,400 ¥490 ¥450 ¥420 ¥360 ¥350 ¥345 ¥335 ¥330
片面印刷 ¥2,000 ¥450 ¥410 ¥380 ¥325 ¥315 ¥312 ¥309 ¥307
両面印刷 ¥2,400 ¥500 ¥460 ¥430 ¥375 ¥365 ¥262 ¥359 ¥357
片面印刷 ¥2,000 ¥580 ¥540 ¥440 ¥385 ¥368 ¥363 ¥360 ¥355
両面印刷 ¥2,400 ¥630 ¥590 ¥490 ¥435 ¥418 ¥413 ¥410 ¥405
片面印刷 ¥2,200 ¥680 ¥620 ¥500 ¥410 ¥380 ¥360 ¥340 ¥330
両面印刷 ¥2,700 ¥730 ¥670 ¥550 ¥460 ¥430 ¥410 ¥390 ¥380
片面印刷 ¥2,300 ¥750 ¥710 ¥680 ¥480 ¥430 ¥410 ¥390 ¥380
両面印刷 ¥2,800 ¥800 ¥760 ¥730 ¥530 ¥480 ¥460 ¥440 ¥430
片面印刷 ¥2,400 ¥850 ¥780 ¥700 ¥550 ¥480 ¥460 ¥450 ¥430
両面印刷 ¥2,900 ¥900 ¥830 ¥750 ¥600 ¥530 ¥510 ¥500 ¥480
片面印刷 ¥2,500 ¥900 ¥810 ¥710 ¥580 ¥520 ¥490 ¥470 ¥455
両面印刷 ¥3,000 ¥950 ¥860 ¥760 ¥630 ¥570 ¥540 ¥520 ¥505
片面印刷 ¥2,900 ¥1,450 ¥1,150 ¥850 ¥760 ¥720 ¥705 ¥680 ¥665
両面印刷 ¥3,400 ¥1,600 ¥1,300 ¥1,000 ¥910 ¥870 ¥855 ¥830 ¥815
片面印刷 ¥3,700 ¥2,700 ¥2,140 ¥1,880 ¥1,680 ¥1,480 ¥1,420 ¥1,400 ¥1,380
両面印刷 ¥4,300 ¥3,000 ¥2,440 ¥2,180 ¥1,980 ¥1,780 ¥1,720 ¥1,700 ¥1,680
片面印刷 ¥6,400 ¥4,800 ¥4,300 ¥3,900 ¥3,400 ¥3,100 ¥2,900 ¥2,800 ¥2,780
両面印刷 ¥7,100 ¥5,300 ¥4,700 ¥4,300 ¥3,900 ¥3,500 ¥3,300 ¥3,200 ¥3,180

*1　試作は校正等にご活用ください。デザイン1種類につき1個作成。複数個必要の場合は追加個数の単価が必要数加算されます。
*2　1デザイン10個からの加工になります。試作は1個から対応。
*3　1つの加工エリアから作ることのできるパーツ数。パーツ数の上限を超えて作成をご希望の場合は別途見積りにて対応可。

プロ向け アクリルダイカット & UVプリント
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試作価格 *1 単価 *2　（※5000個～別途見積りいたします）

2

2

1

1

1

1

1

1/2 -Acrylic Die Cut & UV Print - Pro Edition

-Acrylic Die Cut ＆ UV Print-
  Pro Edition

業界最多の加工サイズ 21種類
多彩なパーツとの組み合わせで業務用の商品開発をサポート

納得の価格で最高の品質を提供します。



 - Option Parts & Package-  Pro Edition

フレーム付き 単価

個包装

加工サイズのフレームにパーツを透明シールで固定 価格の10%

size ～B7 ～B6 ～B4
　透明OPP袋 ¥8 ¥8 ¥10

パーツ取付 単価

　目隠し銀袋 ¥13 -
　ボールチェーン ¥10

¥13 -　ナスカン（シルバー） ¥15
　カラー銀袋  金/黒/赤/橙/桃/紫/青/紺/緑 ¥13 -　ナスカン（ゴールド） ¥27

　安全ピン ¥20

PVCケース 単価

　安全ピン付きクリップ（ABS） ¥30
　クリップ（ABS） ¥30

　（透明、裏：梨地） ¥40

お客様支給品のセットアップ 単価
台紙　（※300部～別途見積りいたします）

　個包装 ¥6
size 印刷 10部～ 100部～

　ラベル貼り付け ¥4
白無地 ¥17 ¥17

　小冊子等の投げ込み ¥4
片面印刷 ¥37 ¥26
両面印刷 ¥47 ¥33

その他、パッケージの特注や加工、組立などご用命ください。
白無地 ¥20 ¥20
片面印刷 ¥40 ¥28
両面印刷 ¥50 ¥36
白無地 ¥41 ¥41
片面印刷 ¥55 ¥43
両面印刷 ¥66 ¥51

その他のサイズ

※価格は全て税抜となります。
※掲載価格は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

ご注文はHPお客様サポートまたは、
tel：0564-64-1013　(平日 9:30-18:30）
customer@u-canbadge.comASK

単価

単価

プロ向け オプションパーツ & パッケージ　

　透明銀袋

2/2 -Acrylic Die Cut & UV Print - Pro Edition

　フラットキーリング ¥10


