
インターネット Internet
インターネット利用  Internet use
PC・アプリケーション利用 PC Use
持込PCインターネット接続  Internet connection for bring-in PC

 ¥108(税抜¥100)  /5分 min.
 ¥162(税抜¥150)  /5分 min.
 ¥  54(税抜¥50)    /5分 min.

大版出力 Oversize Printing
￥4,320(税抜¥4,000)/A2・B3サイズ～　ハレパネ・アルミフレームなどもあります。詳細は別紙をご参照ください。 

出 力 Print out
データ出力(モノクロ)B5～A3 Print out (Black & White)
データ出力(カラー)B5,B4,A4 Print out (Color)
データ出力(カラー)A3 Print out (Color)

 ¥  54(税抜¥50)     /枚 each
 ¥162(税抜¥150)   /枚 each
 ¥216(税抜¥200)  /枚 each

コピー Photocopying
モノクロコピー (B5～A3) Black & White Copy 
カラーコピー (B4,B5,A4) Color Copy
カラーコピー (A3) ColorCopy

  ¥10(税抜¥9.5)  /枚 each
  ¥50(税抜¥47.6) /枚 each
  ¥80(税抜¥76.2) /枚 each

ファクシミリ Facsimile Services
受信（国内海外） Receive (Domestic・Overseas) 
国内送信(通話料込)  Domestic Outgoing (Phone charges included)
　2枚目以降　2 pages or above
海外送信(通話料込)  Overseas Outgoing (Phone charges included)

 ¥  54(税抜¥50)    /枚 page
 ¥108(税抜¥100)  /枚 page
 ¥  54(税抜¥50)    /枚 page 
 ¥334(税抜¥310)~ /枚 page

￥2,700(税抜¥2,500) ￥3,240(税抜¥3,000) ￥4,320(税抜¥4,000)   
￥3,240(税抜¥3,000) ￥4,320(税抜¥4,000) ￥5,940(税抜¥5,500) 
 ￥5,400(税抜¥5,000) ￥8,100(税抜¥7,500) 
 ￥7,560(税抜¥7,000) ￥10,260(税抜¥9,500) 
 ￥7,020(税抜¥6,500) ￥9,720(税抜¥9,000) 

スピード名刺 Business Card
片面モノクロ Business Card (One Side / Black & White)
片面カラー Business Card (One Side / Color)
両面モノクロ Business Card (Both Sides / Black & White)
両面カラー Business Card (Both Sides / Color)
片面カラー/片面モノクロ Business Card (Both Sides / Color / Black & White) 

50枚cards 30枚cards 100枚cards 

ラミネート Lamination
名刺サイズ Business card size 　¥108(税抜￥100) /枚 each
B5   ¥216(税抜￥200) /枚 each　　　B4  ¥432(税抜￥400) /枚 each 
A4   ¥324(税抜￥300) /枚 each　　　A3  ¥540(税抜￥500) /枚 each

※消費税 8％を含んだ価格です。(  ) は税抜き価格です。
　Consumption tax is included in the price, (  ) means tax not included.

スキャニングScanning
手置きスキャニング(本、ホチキス原稿など ～A3) By manual feeder
自動原稿送り(~A3) By automatic feeder
　2枚目以降　2 pages or above

¥108(税抜￥100) /枚 page
¥108(税抜￥100) /枚 page
¥32(税抜￥30)     /枚 page 
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大 版 出 力　Oversize Printing

不定形B0
B1B2B3

A0A1A2

1456×1030mm

1189×841mm841×594mm594×420mm

用　紙　サ　イ　ズ

厚手マット紙 ¥15,120
(税抜￥14,000)

¥12,960
(税抜￥12,000)

￥7,560
(税抜￥7,000)

￥4,320
(税抜￥4,000)

1㎡：￥12,960
(税抜￥12,000)

半光沢フォト紙 ¥16,200
(税抜￥15,000)

¥14,040
(税抜￥13,000)

¥8,640
(税抜￥8,000)

¥4,860
(税抜￥4,500)

1㎡：￥14,040
(税抜￥13,000)

1030×728mm728×515mm515×364mm用紙種類

＋¥8,640
(税抜￥8,000)

＋¥1,944
(税抜￥1,800)

＋¥3,240
(税抜￥3,000)

＋¥5,940
(税抜￥5,500)

1㎡： ￥5,184
(税抜￥4,800)

パネル加工
Dry Mount

□顔料系インクジェットプリンターによる出力（最大幅：1067mm）

※データ作成も承っています。￥1,944(税込￥1,800)～（内容により時間がかる場合があります）
※不定形サイズは、出力面積の関係で単価が変わる場合があります。
※ロール紙の切売りは致しておりません。

B1 B2 B3 B4 B5 A0 A1 A2 A3 A4

パネル単体販売 ￥3,290
(3,047)

￥4,627
(4,285)

￥1,644
(1,523)

￥821
(761)

￥411
(381)

￥205
(190)

￥4,113
(3,809)

￥2,056
(1,904)

￥1,028
(952)

￥257
(238)

￥514
(476)

3×6
910×1820mm

□ハレパネ単体販売(7mm片面のり付きポリスチレンパネル)

Business & Service Center
パシフィコ横浜　ビジネス ＆ サービス センター

□アルミフレームパネル販売(シルバー色)
　A1サイズ：¥3,888(税抜￥3,600) 　 A2サイズ：¥2,484(税抜￥2,300) 
　B1サイズ：¥4,968(税抜￥4,600)

出力時間の目安 約20分 約30分 約40分 約50分

パネル加工は上記出力料金に下記料金が加算されます。

A3サイズ以下のパネル加工費：￥216(税抜￥200) /枚

出力方法  ①データからの出力 : Illustrator・Photoshop・Word・Excel・Powerpoint・PDFのデータ
              ②印刷物からの出力 : 印刷物(～A3)をスキャンしますので、多少の画像の劣化があります。
             

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい1-1-1パシフィコ横浜展示ホール2F

Tel (045) 222-1034  Fax (045) 222-1082

mail : yokohamabc@amie-j.co.jp

Mat Paper

Semigloss Paper

※消費税 8％を含んだ価格です。(  ) は税抜き価格です。
　Consumption tax is included in the price, (  ) means tax not included.

2014.4より適用(2014.1)


