
FUSO PRINT  料金表  2022.02.01

●A4　くるみ製本（本文上質紙44.5kg、表紙コート・上質紙135kg ）【完全データ（PDF）入稿】

カラー（オンデマンド印刷） （消費税10%）

50Pまで 100Pまで 150Pまで 200Pまで

50部 ¥39,900 ¥68,000 ¥97,300 ¥126,500

（税込み） ¥43,890 ¥72,500 ¥107,030 ¥139,150

100部 ¥67,400 ¥119,300 ¥172,300 ¥225,300

（税込み） ¥74,140 ¥72,500 ¥189,530 ¥247,830

150部 ¥94,900 ¥170,500 ¥247,300 ¥324,000

（税込み） ¥104,390 ¥72,500 ¥272,030 ¥356,400

200部 ¥122,400 ¥221,800 ¥322,300 ¥422,800

（税込み） ¥134,640 ¥72,500 ¥354,530 ¥465,080

300部 ¥176,300 ¥323,200 ¥471,200 ¥619,200

（税込み） ¥193,930 ¥72,500 ¥518,320 ¥681,120

モノクロ（オンデマンド印刷） （消費税10%）

50Pまで 100Pまで 150Pまで 200Pまで

50部 ¥24,700 ¥37,800 ¥51,900 ¥66,000

（税込み） ¥27,170 ¥41,580 ¥57,090 ¥72,600

100部 ¥31,700 ¥51,100 ¥84,000 ¥108,800

（税込み） ¥34,870 ¥56,210 ¥92,400 ¥119,680

150部 ¥51,700 ¥84,300 ¥117,900 ¥151,500

（税込み） ¥56,870 ¥92,730 ¥129,690 ¥166,650

200部 ¥65,200 ¥107,500 ¥150,900 ¥194,300

（税込み） ¥71,720 ¥118,250 ¥165,990 ¥213,730

300部 ¥91,100 ¥152,900 ¥215,800 ¥278,700

（税込み） ¥100,210 ¥168,190 ¥237,380 ¥306,570

※上記以外はご相談下さい。

※データ入校後の修正・追加は別途料金が発生いたします。

◎納期はご相談ください。



FUSO PRINT  料金表  2022.02.01

●A4中綴製本（上質紙・コート紙・マットコート紙90kg、110kg、135kg ）【完全データ（PDF）入稿】

カラー（オンデマンド印刷） （消費税10%）

8Pまで 12Pまで 16Pまで 20Pまで 24Pまで 28Pまで 32Pまで

50部まで ¥15,000 ¥17,500 ¥20,100 ¥22,600 ¥25,200 ¥27,700 ¥30,300

（税込み） ¥16,500 ¥19,250 ¥22,110 ¥24,860 ¥27,720 ¥30,470 ¥33,330

100部まで ¥19,400 ¥23,900 ¥28,500 ¥33,000 ¥37,600 ¥42,100 ¥46,670

（税込み） ¥21,340 ¥26,290 ¥31,350 ¥36,300 ¥41,360 ¥46,310 ¥51,337

150部まで ¥23,800 ¥30,300 ¥36,900 ¥43,400 ¥50,000 ¥56,500 ¥63,100

（税込み） ¥26,180 ¥33,330 ¥40,590 ¥47,740 ¥55,000 ¥62,150 ¥69,410

200部まで ¥28,200 ¥36,700 ¥45,300 ¥53,800 ¥62,400 ¥70,900 ¥79,500

（税込み） ¥31,020 ¥40,370 ¥49,830 ¥59,180 ¥68,640 ¥77,990 ¥87,450

300部まで ¥37,000 ¥49,500 ¥62,100 ¥74,600 ¥87,200 ¥99,702 ¥112,300

（税込み） ¥40,700 ¥54,450 ¥68,310 ¥82,060 ¥95,920 ¥109,672 ¥123,530

（消費税10%）

36Pまで 40Pまで 44Pまで 48Pまで 52Pまで 56Pまで 60Pまで

50部まで ¥32,800 ¥35,400 ¥37,900 ¥40,500 ¥43,000 ¥45,600 ¥48,100

（税込み） ¥36,080 ¥38,940 ¥41,690 ¥44,550 ¥47,300 ¥50,160 ¥52,910

100部まで ¥51,200 ¥55,800 ¥60,300 ¥64,900 ¥69,400 ¥74,000 ¥78,500

（税込み） ¥56,320 ¥61,380 ¥66,330 ¥71,390 ¥76,340 ¥81,400 ¥86,350

150部まで ¥69,600 ¥76,200 ¥82,700 ¥89,300 ¥95,800 ¥102,400 ¥109,000

（税込み） ¥76,560 ¥83,820 ¥90,970 ¥98,230 ¥105,380 ¥112,640 ¥119,900

200部まで ¥88,000 ¥96,600 ¥105,200 ¥113,700 ¥122,300 ¥130,800 ¥139,400

（税込み） ¥96,800 ¥106,260 ¥115,720 ¥125,070 ¥134,530 ¥143,880 ¥153,340

300部まで ¥124,900 ¥137,400 ¥150,000 ¥162,500 ¥175,100 ¥187,600 ¥200,200

（税込み） ¥137,390 ¥151,140 ¥165,000 ¥178,750 ¥192,610 ¥206,360 ¥220,220

※上記以外はご相談下さい。

※データ入校後の修正・追加は別途料金が発生いたします。

◎納期はご相談ください。



FUSO PRINT  料金表  2022.02.01

●A4中綴製本（上質紙・コート紙・マットコート紙90kg、110kg、135kg ）【完全データ（PDF）入稿】

モノクロ（オンデマンド印刷） （消費税10%）

8Pまで 12Pまで 16Pまで 20Pまで 24Pまで 28Pまで 32Pまで

50部まで ¥13,800 ¥15,100 ¥16,400 ¥17,800 ¥19,400 ¥20,500 ¥21,800

（税込み） ¥15,180 ¥16,610 ¥18,040 ¥19,580 ¥21,340 ¥22,550 ¥23,980

100部まで ¥17,000 ¥19,300 ¥21,500 ¥23,700 ¥25,900 ¥28,200 ¥30,400

（税込み） ¥18,700 ¥21,230 ¥23,650 ¥26,070 ¥28,490 ¥31,020 ¥33,440

150部まで ¥20,300 ¥23,400 ¥26,500 ¥29,600 ¥32,700 ¥35,800 ¥38,900

（税込み） ¥22,330 ¥25,740 ¥29,150 ¥32,560 ¥35,970 ¥39,380 ¥42,790

200部まで ¥23,600 ¥27,600 ¥31,600 ¥35,600 ¥39,500 ¥43,500 ¥47,500

（税込み） ¥25,960 ¥30,360 ¥34,760 ¥39,160 ¥43,450 ¥47,850 ¥52,250

300部まで ¥30,200 ¥35,900 ¥41,700 ¥47,400 ¥53,200 ¥58,900 ¥64,600

（税込み） ¥33,220 ¥39,490 ¥45,870 ¥52,140 ¥58,520 ¥64,790 ¥71,060

（消費税10%）

36Pまで 40Pまで 44Pまで 48Pまで 52Pまで 56Pまで 60Pまで

50部まで ¥23,200 ¥24,500 ¥25,800 ¥27,200 ¥28,500 ¥29,900 ¥31,200

（税込み） ¥25,520 ¥26,950 ¥28,380 ¥29,920 ¥31,350 ¥32,890 ¥34,320

100部まで ¥32,600 ¥34,800 ¥37,000 ¥39,300 ¥41,500 ¥43,700 ¥45,900

（税込み） ¥35,860 ¥38,280 ¥40,700 ¥43,230 ¥45,650 ¥48,070 ¥50,490

150部まで ¥42,000 ¥45,100 ¥48,200 ¥51,400 ¥54,500 ¥57,600 ¥60,700

（税込み） ¥46,200 ¥49,610 ¥53,020 ¥56,540 ¥59,950 ¥63,360 ¥66,770

200部まで ¥51,500 ¥55,500 ¥59,500 ¥63,400 ¥67,400 ¥71,400 ¥75,400

（税込み） ¥56,650 ¥61,050 ¥65,450 ¥69,740 ¥74,140 ¥78,540 ¥82,940

300部まで ¥70,400 ¥76,100 ¥81,900 ¥87,600 ¥93,300 ¥99,100 ¥104,800

（税込み） ¥77,440 ¥83,710 ¥90,090 ¥96,360 ¥102,630 ¥109,010 ¥115,280

※上記以外はご相談下さい。

※データ入校後の修正・追加は別途料金が発生いたします。

◎納期はご相談ください。


