
■ 制 作 の ご 案 内 ■

▲ ダイレクト捺染プリンタDSS-1800IIFP

のぼり shop.com「のぼり」の特徴
　弊社の「のぼり」は、ダイレクト捺染プリンタを使用した無版印刷で、
Illustrator のデータを直接印刷することができ、従来のシルク印刷に必要
であった分版作業や、昇華転写方式のような転写作業がないため、極めて
精度が高く、安定した色再現と、低コストを実現することができました。
　商品の多様化が進み、「のぼり」のような広告掲示物にも、よりインパク
トが必要とされる中で、「フルカラーのぼり」のインパクトは非常に強い反
面、非常に高価となることから、なかなか導入ができなかったのではない
でしょうか？
　弊社の「フルカラーのぼり」は、そのようなお客様にも「１枚」から低価格でご利用いただける画期的商品です。

よくあるお問い合わせ

Q.  「1800×600mm」以外のサイズはありますか？
A.  現状では「1800×600mm」のみの対応となります。

Q.  ポンジ以外のメディアには対応していますか？
A.  現状では、ポンジのみの対応となります。

Q. 生地端部の補強縫製はできますか？
A. 現状では、縫製はできません。ヒートカットのみの対応となります。

Q. 耐候性はどうですか？
A.  一般的な屋外利用でもシルク印刷品と同程度の耐候性がございますが、退色は経時的に進行しますので半永久的ではありません。一般

的な用途に於いて、「のぼり」としての印刷の中では安定した耐候性がございます。

Q. チチ（竿通し）はどちら側につけるのが一般的ですか？
A.  一般にどちらといった決まりはございませんが、地域によって左が多かったり右が多かったりといった地域性はあるようです。関東地

方では左が多いように思われますが、掲示場所や掲示方法、見え方などを考えて選択される事をお勧めします。

Q. DIC など特色の印刷はできますか？
A.  特色での印刷はできませんが、プロセス 4 色（CMYK) へ近似変換して出力することは可能です。その場合、色によっては再現がうまく

いかない場合がございますのであらかじめご了承ください。また、金・銀・蛍光色は原理的に再現ができません。

Q.  切れてはいけない文字やイラストを、仕上がりギリギリに置きたいのですが？
A.  印刷・断裁精度の問題で、最大 5mm 程度のずれが発生する可能性がありますので、仕上がりのギリギリの所に、切れてはいけない文字

などがあると、文字が切れてしまったり、ギリギリではなく余白がでてしまったりする場合があります。オンデマンド印刷だけでなく、

一般的なオフセット印刷でもこのような見当精度の差異は生じますので、より厳密な精度を要求される場合はお問い合わせください。



■記入例

■料金一覧

ⓐ基本制作費（１点につき）……………………………………3,500円～
　※5枚以上印刷の場合、基本制作費は無料となります。

ⓑスキャニング費（１点につき）………………………………1,000円
　※スキャニング時の画像調整・トリミングを含みます。

ⓒ画像調整費（データ入稿の場合 / １点につき）……………… 700円
　※データ変換・トリミングなどにかかる費用です。

ⓓ校正出力費………………………………………………………… 900円
　※実寸の⅓サイズに出力 ( 実際の布地 ) したものを 2枚

文字の指定は
「文③㋕」というように
ご記入下さい。
この例では
書体③＝タカバンド
文字色㋕＝レッド
という指定になります。
※色にご指示がない場合、
　㋐黒又は㋓白となります。

地色の指定は
「色㋕」というように
ご記入下さい。
特にご指示がないと
「㋓白」となります。

画像を使用する場合は
画像名を記入してください。
また、トリミング範囲を
別紙にご指示下さい。
※特に指定用紙はございません。

全体のサイズは
「1800mm×600mm」
です。
縦横の比率に
充分ご注意下さい。

RGBの画像は、
CMYK にて
印刷されます。
これにより
色に変化がある
場合がございます。

ご希望の布質に
チェックしてください。

ご希望の枚数を
ご記入ください。

画像を使用する場合は
必ずファイル名を
ご記入ください。

ご連絡先を
ご記入ください。
メールによる校正を
ご希望の場合は
メールアドレスを
明記ください。

※ご記入がない場合は
　店頭での校正となります。

※弊社記入欄

※ⓐ基本制作費については、概ね 30文字・写真 1点配置 ( データ変換含 ) 程度が基準となります。
　（写真切り抜き、画像加工費は別途となります）

※お取り扱いできるメディアは SD カード・miniSD カード・microSD カード・コンパクトフラッ
　シュ・CD-R・CD-RWとなります。（フロッピーディスク・xDカードは対応しておりません）



■制作指示書（コピーしてご使用下さい） 1,800㎜×600㎜用
※1,800㎜×450㎜の場合は別紙をご使用下さい。

600㎜幅用
■布質（　　をつけてください）

　□　ポンジ

　□　防炎ポンジ
　　　（防炎シール貼付け）

■数量（各数量をご記入ください）

 左チチ

 右チチ

枚

枚

■使用画像　あり（　　）点　・　なし
ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

担当者名*

連絡先* ☎

E-mail

備　考

フリガナ

会社名

フリガナ

*ご担当者名・ご連絡先は必ずご記入下さい。

※用紙が不足の際は、コピーしてご利用下さい。



■制作指示書（コピーしてご使用下さい）

■布質（　　をつけてください）

　□　ポンジ

　□　防炎ポンジ
　　　（防炎シール貼付け）

■数量（各数量をご記入ください）

 左チチ

 右チチ

枚

枚

■使用画像　あり（　　）点　・　なし
ファイル名：

ファイル名：

ファイル名：

担当者名*

連絡先* ☎

E-mail

備　考

フリガナ

会社名

フリガナ

*ご担当者名・ご連絡先は必ずご記入下さい。

※用紙が不足の際は、コピーしてご利用下さい。

1,800㎜×450㎜用
※1,800㎜×600㎜の場合は別紙をご使用下さい。

450㎜幅用



■ 書体見本（番号または書体名にてご指示ください）

■ 色見本（記号または色名にてご指示ください）

 ① 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
A-OTF カクミン Pro H

 ② 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
A-OTF ゴシック MB101 Pr5  B 

 ③ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
A-OTF タカバンド Std H

 ④ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
A-OTF フォーク Pro H

 ⑤ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
A-OTF 丸フォーク Pro H

 ⑥ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
A-OTF 勘亭流 Std U

 ⑦ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
A-OTF 新丸ゴ Pro H

 ⑧ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC ひげ文字 Std W5

 ⑨ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC 寄席文字 Std W7

 ⑩ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
A-OTF リュウミン Pro H-KL

㋐黒 ㋑グレー ㋒灰 ㋓白

㋔マルーン ㋕レッド ㋖紫 ㋗赤紫

㋘緑 ㋙ライム ㋚ピンク ㋛黄

㋜紺 ㋝青 ㋞オレンジ ㋟アクア

※実際の印刷色と異なる場合がございます。



■ 書体見本⑪～⑳（番号または書体名にてご指示ください）

 ⑪ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
A-OTF ゴシック MB101 Pr5 U

 ⑫ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
A-OTF 新丸ゴ Pro U

 ⑬ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
A-OTF リュウミン Pro U-KL

 ⑭ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
A-OTF ハルクラフト Std Heavy

 ⑮ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
A-OTF プリティ桃 Std Bold

 ⑯ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
A-OTF 楷書MCBK1 Pro 

 ⑰ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC インライン Std W5

 ⑱ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC 愛 Std W5

 ⑲ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC 愛シャドー Std W5

 ⑳ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC 籠文字 Std W12

㋠ラベンダー ㋡ラムネ ㋢マスクメロン

㋩モカ

※実際の印刷色と異なる場合がございます。

㋣ラン ㋥サーモン○アイス

○黄土色 ○深海 ○コケ

■ 色見本（記号または色名にてご指示ください）



■ 書体見本㉑～㉚（番号または書体名にてご指示ください）

 ㉑ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC POP体 1 Std W12

 ㉒ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC クラフト墨 Std W9

 ㉓ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC ブラッシュRD Std W12

 ㉔ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC 勘亭流 Std W11

 ㉕ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC 相撲体 Std W12

 ㉖ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC 綜藝体 Std W9

 ㉗ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC 行書体 Std W7

 ㉘ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC 風雲体 Std W12

 ㉙ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC 麗雅体 Std W9

 ㉚ 色は匂へど散りぬるを我が世誰そ常ならむ
DC 龍門石碑体 Std W9


