
 

料金表 

 2022年 6月改定版 



●料金について (全媒体共通) 

基本料金はディレクション費(進行管理費)込みの金額です 

・印刷込みの場合 

基本料金　＋　紙の素材　＋　枚数　＋　（オプション）＝　料金　+税 

・データ納品の場合 

基本料金　＋　（オプション）　=　料金　+税 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶- 



◆紙媒体 

●納品について 
基本的にデータ納品です。お客様の希望データで納品いたします。印刷については別途ご相談ください。 
●印刷について 
印刷部数・紙の素材・納期などによって変動します。お問い合わせの際にお伝えください 
●A判B判について 
用紙サイズのことです 

■名刺 (通常名刺サイズ） 
基本料金 (税抜) 

＊Magic Createの名刺プランは２案提出後どちらか１案お選びいただき、その後微調整していきます。 

仕様 料金

片面白黒 ¥20,000
両面白黒 ¥22,000
片面カラー ¥25,000
両面カラー ¥30,000
その他特殊形状 ASK



■チラシ/フライヤー 
基本料金 （税抜） 

■ポスター 
基本料金 （税抜）

片面白黒 片面カラー 両面白黒 両面カラー 片面カラー・片面白黒

A判 ¥25,000 ¥25,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000
B判 ¥23,000 ¥23,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000

その他特殊形状 ASK

片面白黒 片面カラー 両面白黒 両面カラー 片面カラー・片面白黒

A判 ¥35,000 ¥35,000 ¥45,000 ¥45,000 ¥45,000
B判 ¥33,000 ¥33,000 ¥44,000 ¥44,000 ¥45,000



■冊子・パンフレット 
基本料金 （税抜） 

＊金額はページ数の上限です(１ページ減るごとに -￥3000) 

両面白黒 両面カラー 片面カラー・片面白黒

二つ折りパンフレット

A判 ¥40,000 ¥40,000 ¥40,000
B判 ¥40,000 ¥40,000 ¥40,000

A4 三つ折りパンフレット(Z/L/R)

A判 - ¥45,000 -
B判 - ¥45,000 -

~10p ~16p ~24p ~32p

冊子/パンフレット

A判 ¥70,000 ¥85,000 ¥100,000 ¥155,000
B判 ¥68,000 ¥83,000 ¥99,000 ¥153,000



■DM / ポストカード / 郵便 
基本料金 （税抜） 

片面カラー 両面カラー 片面１色 備考

通常郵便はがき ¥15,000 - ¥10,000
デザインポストカード ¥15,000 ¥23,000 - 両面の場合宛名欄なし

年賀状 ¥15,000 - - 年賀状専用ハガキにて印刷

封筒 - - ¥10,000 全サイズ

その他特殊形状 ASK

上記以外の制作のご相談も承ります。お気軽にお問合せください。



●オプション (紙媒体共通) 
概要 金額（税抜） 備考

修正回数無制限 ¥10,000 通常２回まで無料（３回目以降一回につき ¥2,000）

デザイン案追加 基本料金の半額 １案につき

印刷 ASK 紙の素材、枚数による

データ買取 基本料金の3/1
基本的には複数データを提案した際に、採用案以外は破棄いたします。 
没データも欲しいと言うお客様は下記の金額で買取可能です。 

もちろん権利もお渡しいたします。

文章制作
リライト　￥30,000 いただいた原稿をもとに修正を行うリライトプラン、 

０から原稿を作成するライティングプランがございます。 
原稿をそのまま使用する場合はオプションは必要ありません。 

※原稿の量によって金額が変わります。
ライティング　￥50,000



◆Web媒体 

●料金について 

基本料金　＋（オプション）　＝　料金 

＊基本料金にはディレクション費も含まれます 
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●納品について 
指定された形式で納品いたします。制作で使用した画像なども合わせて納品いたします。 
WixプランはWixのアカウント作っていただき、そのアカウント内で納品いたします。 



■HP / LP 制作 [通常プラン] 

HP 
通常プラン料金

Top ページ 1P

¥500,000

メニュー作成
下層ページ3P
コーディング

修正回数無制限無料
保守管理 ¥20,000 月額料金　初年契約必須 (12ヶ月ごと更新)

HP 
通常プランオプション

ページ追加 ¥70,000 １Pにつき（コーディング込み）

レスポンシブ対応 ¥300,000 スマホレイアウト

ドメイン接続代行 ¥25,000 ご希望のFTPサーバーをお選びください

更新代行 ¥2,000 更新一回につき（例：ニュースページ更新）

SEO対策 ¥50,000 Google使用

LP 
通常プラン料金

ファーストビュー

¥200,000
３セクション
コーディング

修正回数無制限無料

LP 
通常プランオプション

セクション追加 ¥15,000 １セクションにつき

レスポンシブ対応 ¥70,000 スマホレイアウト

ドメイン接続代行 ¥25,000 ご希望のFTPサーバーをお選びください

SEO対策 ¥50,000 Google使用



■HP / LP 制作 [Wix プラン] 

HP 
Wixプラン料金

Top ページ 1P

¥200,000

メニュー作成
下層ページ3P

修正回数無制限無料
レスポンシブ対応 スマホレイアウト

SEO対策 初回のみ　Wix有料プランの契約必須

保守管理 ¥10,000 月額料金　初年契約必須 (12ヶ月ごと更新)

Wixプランオプション
ページ追加 ¥30,000 １Pにつき

ドメイン接続代行 ¥25,000 Wix有料プランの契約必須

更新代行 ¥1,000 更新一回につき（例：ニュースページ更新）

LP 
Wixプラン料金

Top ページ 1P

¥70,000

3セクション
修正回数無制限無料
レスポンシブ対応 スマホレイアウト

SEO対策 初回のみ　Wix有料プランの契約必須

保守管理 (3ヶ月)

Wixプランオプション
セクション追加 ¥10,000 １セクションにつき

ドメイン接続代行 ¥25,000 Wix有料プランの契約必須



■ロゴ 
基本料金 （税抜）

■その他Webコンテンツ 
基本料金 （税抜） 

上記以外の制作のご相談も承ります。お気軽にお問合せください。 

ライトプラン　２案提出のうち１つ納品 ¥30,000

ノーマルプラン　５案提出のうち１つ納品 ¥70,000

Web広告用バナー ¥20,000
SNS用画像 ASK

Instagrum投稿画像 ¥2,000 1枚につき



◆音楽媒体 

●料金について 

基本料金　＋　その他お問合せ内容　＋　（オプション）　＝　料金 

＊基本料金にはディレクション費も含まれます 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶- 

●納品について 
基本的にデータ納品です。お客様の希望データで納品いたします。印刷、CDプレスについては別途ご相談ください。 
●印刷について 
印刷部数・紙の素材・形態・納期などによって変動します。別途ご相談ください。 
●各部名称について 



■CDジャケット / DL配信用ジャケット 
基本料金 （税抜） 

●オプション (音楽媒体共通) 

ジュエルケースCD

メイン 2p ¥20,000 パラ2P / ブックレットタイプの場合は表紙裏表紙

ブックレット ¥5,000 1pにつき

ディスクデザイン ¥15,000
バックインレイ ¥15,000

帯 ¥5,000

紙ジャケットCD 
（デジパック仕様も同様）

メイン 4p ¥40,000
ディスクデザイン ¥15,000

ブックレットメイン 2p ¥20,000 中に封入のみ

ブックレット ¥5,000 1pにつき

配信用ジャケット 3000px × 3000px ¥15,000 サイズ変更可


