
　－ プリント工房学割 －
※ 価格は全て税抜表示となっております。

ご利用の際は別途消費税相当額を申し受けます。

仕様 サイズ ゲタなし ゲタあり

A4・六切 ¥800

A3・四切・
大四切・半切

¥1,200

A3+・小全紙 ¥1,600

A2・全紙 ¥2,600

B2・大全紙 ¥4,000

A1・小全倍 ¥5,000

B1・全倍 ¥6,200

A0 ¥6,800

B0 ¥7,800

A4・六切 ¥2,200 ¥3,000

A3・四切・
大四切・半切

¥3,400 ¥4,400

A3+・小全紙 ¥4,400 ¥5,800

A2・全紙 ¥6,600 ¥8,400

B2・大全紙 ¥9,400 ¥11,200

A1・小全倍 ¥10,800 ¥12,800

B1・全倍 ¥16,800 ¥18,800

A0 ¥19,200 ¥22,000

B0 ¥29,000 ¥33,800

A4・六切 ¥3,000 ¥3,800

A3・四切・
大四切・半切

¥4,600 ¥5,200

A3+・小全紙 ¥6,800 ¥8,000

A2・全紙 ¥8,800 ¥10,200

B2・大全紙 ¥12,400 ¥13,800

A1・小全倍 ¥16,000 ¥17,600

B1・全倍 ¥24,800 ¥26,200

A0 ¥27,000 ¥29,400

B0 ¥39,600 ¥42,400

A4・六切 ¥3,200 ¥4,000

A3・四切・
大四切・半切

¥5,400 ¥6,200

A3+・小全紙 ¥7,400 ¥8,200

A2・全紙 ¥10,400 ¥11,200

B2・大全紙 ¥14,200 ¥15,400

A1・小全倍 ¥21,000 ¥22,600

B1・全倍 ¥35,800 ¥38,200

A0 ¥41,600 ¥44,000

B0 ¥56,800 ¥60,200

A4・六切 ¥4,000 ¥4,800

A3・四切・
大四切・半切

¥6,000 ¥6,800

A3+・小全紙 ¥7,800 ¥9,000

A2・全紙 ¥12,400 ¥13,000

B2・大全紙 ¥19,000 ¥20,000

A1・小全倍 ¥23,200 ¥24,400

B1・全倍 ¥40,600 ¥41,800

A0 ¥50,800 ¥53,000

B0 ¥76,400 ¥81,200

¥5,000 ¥5,800

¥25,400 ¥29,800

ホワイトフィルム

ゲタなし ゲタあり

フォトアクリル
(3㎜)

¥2,800 ¥3,600

¥6,800 ¥7,800

¥11,400

¥32,000 ¥33,400

¥38,400 ¥40,800

¥13,000

¥17,600 ¥19,200

¥9,000 ¥9,800

¥6,200

¥7,200 ¥8,400

¥53,000 ¥56,200

フォトアクリル
(5㎜)

¥3,600 ¥4,600

¥5,200

¥46,800 ¥49,000

¥72,400 ¥76,600

¥20,000 ¥21,400

¥36,600 ¥38,000

¥10,800 ¥11,600

¥16,000 ¥17,600

¥1,600
プリントのみ

¥400

¥800

¥1,200

¥6,000

¥4,200

¥5,200

¥2,200

¥3,000

FMプレート
(0.8㎜)

¥1,800 ¥2,600

¥3,000

¥8,200 ¥10,000

¥3,800

¥3,800

¥6,200 ¥7,400

¥5,200

¥13,800 ¥15,600

¥16,600 ¥19,200

¥5,200 ¥6,800

¥7,000 ¥8,800

¥7,400 ¥9,000アルポリック
(3㎜)

¥2,600 ¥3,400

¥3,800 ¥4,800

¥35,400 ¥38,400

¥21,200 ¥22,600

¥23,600 ¥26,000

¥10,000 ¥11,400

¥13,000 ¥14,600

ホワイトフィルム以外 
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　－ プリント工房学割 －
※ 価格は全て税抜表示となっております。

ご利用の際は別途消費税相当額を申し受けます。

仕様 サイズ ゲタなし ゲタあり

A4・六切

A3・四切・
大四切・半切

A3+・小全紙

A2・全紙

B2・大全紙

A1・小全倍

B1・全倍

A0

B0

A4・六切

A3・四切・
大四切・半切

A3+・小全紙

A2・全紙

B2・大全紙

A1・小全倍

B1・全倍

A0

B0

仕様 サイズ 定寸 特寸 定寸 特寸 定寸 特寸

A4・六切 ¥1,600 ¥2,000 ¥2,600 ¥3,000

A3・四切・
大四切・半切

¥2,400 ¥3,000 ¥4,200 ¥4,800

A3+・小全紙 ¥3,400 ¥4,000 ¥5,600 ¥6,200

A2・全紙 ¥4,800 ¥5,800 ¥8,200 ¥9,200

B2・大全紙 ¥6,000 ¥7,400 ¥10,000 ¥11,200

A1・小全倍 ¥8,000 ¥9,400 ¥13,000 ¥14,400

B1・全倍 ¥11,800 ¥14,200 ¥19,600 ¥22,000

A0 ¥17,400 ¥21,000 ¥29,400 ¥33,000

B0 ¥24,800 ¥30,400 ¥43,400 ¥49,000

送料 A2 (梱包費用含む) ¥1,500

送料 B2 (梱包費用含む) ¥1,500

送料 A1 (梱包費用含む) ¥1,500～\2,000

送料 B1 (梱包費用含む) ¥1,500～\3,000

送料 A0 (梱包費用含む) ¥1,500～\4,000

送料 B0 (梱包費用含む) ¥1,500～\5,000

送料 A3+まで (梱包費用含む) ¥600

プリントのみ (ロール梱包・梱包費用含む) ¥1,500

色校正

画像データ・トリミング (作品1点につき) ¥100

画像データ・ごみ取り (作品1点につき) ¥200

画像データ・補正データ購入(CD/DVD) ¥1,000

¥2,600 ¥3,200

ホワイトフィルム

ゲタなし ゲタあり

ゲーターフォーム
5㎜パネル

¥1,400 ¥2,400

¥3,200 ¥4,200

¥5,800

¥11,600 ¥13,800

¥14,000 ¥16,200

¥7,400

¥7,600 ¥9,000

¥4,200 ¥5,800

¥4,200

¥4,400 ¥5,400

¥20,600 ¥23,600

ゲーターフォーム
13㎜パネル

¥2,200 ¥3,000

¥3,400

¥19,400 ¥21,600

¥29,400 ¥33,200

¥10,400 ¥11,800

¥16,000 ¥18,200

¥5,800 ¥7,200

¥7,800 ¥9,400

補足：価格はすべて税込です/金額には色校正の料金は含まれておりません/色校正はオプションとなります(有料)/デザインペーパーはA3+サイズまでの対応、DCP6およびDCM6は
A2サイズからの対応となります/ソフトグロスペーパー、月光シリーズ(ブルー・ラベル、レッド・ラベル、ブラック・ラベル、パール・ラベル、シルバー・ラベル)は、A1サイズまでの対応と
なります/サイズラインアップにないサイズはご相談ください/弊社で画像修正・色補正をしたデータをCD/DVDにてご購入いただけます。メールでの配信は行っておりません/価格などは
予告なしに変更する場合がございます/その他の詳しい内容は、ピクトリコホームページをご覧ください

木製パネル

送料

オプション

(1回目) \1,600 (2回目) \800 (3回目以降) \300 

作品保管箱
(A4) \360 (A3) \600 (A3+) \660 (A2) \840 (B2) \920 

 (A1) \1,200 (B1) \1,440 (A0) \1,800 (B0) \2,400 

ホワイトフィルム

レッド・ラベル / シルバー・ラベル / 

コットンペーパー / 

WASHI 無地(厚) / WASHI 雲流(厚) / 

白色和紙厚手 / ソフトグロスペーパー 

フォトペーパー / セミグロスペーパー 

/ フォトキャンバスペーパー / 

 ブルー・ラベル / パール・ラベル / 

 ブラック・ラベル 

ホワイトフィルム以外 
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　－ プリント工房学割 －
※ 価格は全て税抜表示となっております。

ご利用の際は別途消費税相当額を申し受けます。

仕様 サイズ 裏打ち 裏打ち+マット
裏打ち+マット

+アクリル
裏打ち 裏打ち+マット

裏打ち+マット
+アクリル

204*255 ¥4,400 ¥5,400 ¥6,400 ¥4,000 ¥5,000 ¥6,000

243*303 ¥6,000 ¥6,400 ¥7,000 ¥5,800 ¥6,200 ¥6,600

288*379 ¥6,800 ¥7,400 ¥8,400 ¥6,400 ¥6,800 ¥8,000

349*424 ¥7,600 ¥8,000 ¥9,200 ¥7,400 ¥7,800 ¥9,000

406*508 ¥10,800 ¥11,200 ¥12,000 ¥9,400 ¥10,000 ¥11,200

424*545 ¥11,600 ¥12,000 ¥13,400 ¥10,200 ¥10,800 ¥12,000

508*610 ¥15,400 ¥16,800 ¥19,000 ¥13,000 ¥15,400 ¥18,000

545*727 ¥17,600 ¥19,000 ¥21,000 ¥14,800 ¥17,200 ¥19,600

610*762 ¥18,600 ¥21,200 ¥25,800 ¥16,200 ¥19,800 ¥24,400

900*1200 ¥38,800 ¥44,600 ¥52,000 ¥36,000 ¥42,000 ¥48,800

204*255 ¥5,800 ¥6,600 ¥7,000 ¥5,400 ¥6,200 ¥6,600

243*303 ¥7,000 ¥7,400 ¥7,800 ¥6,800 ¥7,200 ¥7,600

288*379 ¥7,800 ¥8,400 ¥8,800 ¥7,400 ¥8,000 ¥8,600

349*424 ¥9,800 ¥10,200 ¥10,600 ¥9,400 ¥9,800 ¥10,200

406*508 ¥11,400 ¥12,000 ¥12,600 ¥11,000 ¥11,600 ¥12,400

424*545 ¥12,800 ¥13,400 ¥14,600 ¥12,400 ¥13,000 ¥14,200

508*610 ¥13,000 ¥14,000 ¥16,400 ¥13,200 ¥14,200 ¥15,800

545*727 ¥16,800 ¥17,800 ¥19,000 ¥15,200 ¥16,200 ¥17,800

610*762 ¥18,000 ¥20,000 ¥23,400 ¥16,400 ¥18,400 ¥21,600

900*1200 ¥35,400 ¥38,400 ¥41,200 ¥32,800 ¥35,800 ¥38,600

204*255 ¥6,600 ¥7,400 ¥7,800 ¥6,200 ¥7,000 ¥7,600

243*303 ¥7,400 ¥7,800 ¥8,400 ¥7,200 ¥7,600 ¥8,200

288*379 ¥9,200 ¥9,800 ¥10,200 ¥8,800 ¥9,400 ¥10,000

349*424 ¥10,000 ¥10,400 ¥11,400 ¥9,600 ¥10,000 ¥11,000

406*508 ¥13,200 ¥13,800 ¥15,000 ¥12,800 ¥13,400 ¥14,800

424*545 ¥14,400 ¥15,000 ¥16,200 ¥14,000 ¥14,600 ¥15,800

508*610 ¥18,400 ¥19,400 ¥22,000 ¥18,200 ¥19,200 ¥21,600

545*727 ¥26,400 ¥27,400 ¥30,000 ¥25,000 ¥26,000 ¥28,600

610*762 ¥32,000 ¥34,000 ¥37,400 ¥30,400 ¥32,400 ¥36,000

900*1200 ¥62,200 ¥65,200 ¥83,600 ¥59,600 ¥62,600 ¥80,800

204*255 ¥7,600 ¥8,400 ¥8,800 ¥7,200 ¥8,000 ¥8,600

243*303 ¥8,600 ¥9,000 ¥9,600 ¥8,200 ¥8,600 ¥9,400

288*379 ¥10,400 ¥11,000 ¥11,600 ¥10,000 ¥10,600 ¥11,200

349*424 ¥11,400 ¥11,800 ¥12,600 ¥11,000 ¥11,400 ¥12,400

406*508 ¥15,000 ¥15,600 ¥16,800 ¥14,600 ¥15,200 ¥16,600

424*545 ¥16,200 ¥16,800 ¥18,200 ¥15,800 ¥16,400 ¥17,800

508*610 ¥21,200 ¥22,200 ¥24,600 ¥20,800 ¥21,800 ¥24,200

545*727 ¥30,000 ¥31,000 ¥33,400 ¥28,600 ¥29,600 ¥32,000

610*762 ¥36,600 ¥38,600 ¥42,000 ¥35,000 ¥37,000 ¥40,800

900*1200 ¥73,000 ¥76,000 ¥94,000 ¥70,400 ¥73,400 ¥91,400

KU
フレーム

SY
フレーム

AO
フレーム

MT
フレーム

ホワイトフィルム ホワイトフィルム以外 
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