
カラー　C004カラー　C003カラー　C002カラー　C001

カラー　C005 カラー　C006 カラー　C007 カラー　C008

カラー　C009 カラー　C010 カラー　C011 カラー　C012

カラー　C013 カラー　C014 カラー　C015 カラー　C016

年賀状・喪中葉書印刷　価格表
年賀葉書・官製葉書代別の店頭渡し印刷価格です。

枚数 カラー　　（円） モノクロ・喪中　　（円） 

1 〜 10 枚 1,510( 税込 1,631)    920( 税込 1,944)
11 〜 20 枚 1,780( 税込 1,922) 1,120( 税込 1,944)
21 〜 30 枚 2,050( 税込 2,214) 1,310( 税込 2,160)
31 〜 40 枚 2,320( 税込 2,506) 1,400( 税込 2,376)
41 〜 50 枚 2,580( 税込 2,786) 1,500( 税込 2,592)
51 〜 60 枚 2,840( 税込 3,067) 1,690( 税込 2,808)
61 〜 70 枚 3,100( 税込 3,348) 1,880( 税込 3,024)
71 〜 80 枚 3,340( 税込 3,607) 2,070( 税込 3,240)
81 〜 90 枚 3,580( 税込 3,866) 2,260( 税込 3,456)

91 〜 100 枚 3,820( 税込 4,126) 2,450( 税込 3,672)
101 〜 110 枚 4,070( 税込 4,396) 2,600( 税込 3,672)
111 〜 120 枚 4,290( 税込 4,633) 2,750( 税込 3,672)
121 〜 130 枚 4,530( 税込 4,892) 2,910( 税込 3,672)
131 〜 140 枚 4,760( 税込 5,162) 3,060( 税込 3,672)
141 〜 150 枚 4,990( 税込 5,389) 3,210( 税込 3,672)
151 〜 160 枚 5,230( 税込 5,648) 3,360( 税込 3,672)
161 〜 170 枚 5,480( 税込 5,918) 3,520( 税込 3,672)
171 〜 180 枚 5,700( 税込 6,156) 3,670( 税込 3,672)
181 〜 190 枚 5,950( 税込 6,426) 3,820( 税込 3,672)
191 〜 200 枚 6,180( 税込 6,674) 3,970( 税込 4,287)

201 枚以上 (6,400+1枚＠20円追加)＋税 (4,100+1枚＠13円追加)＋税
※住所、氏名、賀詞、イラスト、本文など、組み合わせを変えた場合は、それぞれの枚数での金額となります。　
　（数種類の合計枚数ではありません。）
※ 賀詞、イラスト、本文の組み合わせは、ご自由にお選びいただき、組み合わせ可能です。
※ 上記の金額には版下制作費も含んでおります。（ただし、ロゴ、写真、地図等の図柄を入れる場合には、別途
　１点につき500 円( 税別) 追加となります。） 
※ 葉書代金はお申し込み時前払いにてお願いいたします。
※ 絵付き年賀をお持ち込みの場合は上記金額の他に1,000 円( 税別) が掛かります。
　また、万一印刷ミスが生じた場合には、同じ絵柄の用紙がご用意できない場合があります。
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