
墨作品電子化・大判少部数印刷料金表

印刷代

　サイズ呼称 寸法(mm) A3換算 価格 合成箇所 書 絵画・前衛

　半紙・色紙 242×273 1 \400 0 \200 \200

　半懐紙 250×380 1 \400 0 \200 \200

　半切1/3(書道) 350×455 2 \600 1 \600 \1,200

　全懐紙 380×500 2 \600 1 \600 \1,200

　半切1/2(書道) 350×680 3 \800 2 \1,000 \2,200

　半切(書道) 350×1363 5 \1,200 4 \1,800 \4,200

　全紙(書道) 700×1363 10 \2,200 13 \4,600 \12,400

　F5 270×350 1 \400 0 \200 \200

　F8 380×530 2 \600 1 \600 \1,200

　F15 530×652 4 \1,000 4 \1,600 \4,000

　F25 652×803 6 \1,400 7 \2,600 \6,800

　F40 803×1000 8 \1,800 10 \3,600 \9,600

　F50 910×1167 12 \2,600 17 \5,800 \16,000

　F80 1120×1455 15 \3,200 22 \7,400 \20,600

　A3 297×420 1 \400 0 \200 \200

　A2 420×594 2 \600 1 \600 \1,200

　A1 594×841 4 \1,000 4 \1,600 \4,000

　A0 841×1189 9 \2,000 12 \4,200 \11,400

　B4 257×364 1 \400 0 \200 \200

　B3 364×515 2 \600 1 \600 \1,200

　B2 515×728 4 \1,000 4 \1,600 \4,000

　B1 728×1130 8 \1,800 10 \3,600 \9,600

　B0 1130×1456 15 \3,200 22 \7,400 \20,600

電子化（スキャニング）用紙

2014年2月現在（料金は、経済変動による上昇、技術の向上による低減など、変更する場合があります）

主な作品サイズの料金

 用紙 幅 長さ 価格  用紙 価格

 書道用紙(裏打必要) *1  鳥の子紙 \1,500円～ *2

 障子紙 950mm× 63ｃｍにつき \100  楮二層紙(A3ノビ) *3 \700

 襖紙 950mm× 12ｃｍにつき \100

 楮二層紙(導入予定) *3 1100mm× 3ｃｍにつき \100

 楮二層紙(1/3幅) *4 350mm× 9ｃｍにつき \100

 PXマット紙 *5 594mm× 42ｃｍにつき \100

 バナー用クロス（布） 610mm× 10ｃｍにつき \100

当店裏打ち価格のみにてサービス中

幅×長さ

950mm×1820mm

329mm×483mm

*1  軸装用(はがせる)、額装用(厚口)、ご指定下さい。

*2  色や種類による。

*3  インクジェット専用和紙。軸装用に２枚に剥がせる。

*4  半切(書道)幅

*5 インクジェット専用紙(つやなし・洋紙)

当店用紙在庫

お持ち込み用紙の裏打ちは、裏打ち料金表をご参照下さい。
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墨作品電子化・大判少部数印刷 　料金算出の根拠

印刷料金（印刷1枚につき）

A3まで400円、以後A3あたり＋200円（用紙代別途）

大判プリントは、紙を１枚ずつセットするため、枚数による割引はありません。

電子化料金（作品1点につき）

全面墨の作品（水墨や前衛書など） A3につき200円＋合成箇所×800円

余白で合成できる作品（書など） A3につき200円＋合成箇所×200円

電子化料金（書／余白で合成できる作品） 電子化料金（絵画／水墨・前衛書など）

高さ＼幅 297 420 594 840 891 1188 高さ＼幅 297 420 594 840 891 1188

297 \200 \200 \600 \600 \1,000 \1,000 297 \200 \200 \1,200 \1,200 \2,200 \2,200

420 \200 \600 \600 \1,000 \1,000 \1,400 420 \200 \1,200 \1,200 \2,200 \2,200 \3,200

594 \600 \600 \1,600 \1,600 \2,600 \2,600 594 \1,200 \1,200 \4,000 \4,000 \6,800 \6,800

840 \600 \1,000 \1,600 \2,600 \2,600 \3,600 840 \1,200 \2,200 \4,000 \6,800 \6,800 \9,600

891 \1,000 \1,000 \2,600 \2,600 \4,200 \4,200 891 \2,200 \2,200 \6,800 \6,800 \11,400 \11,400

1188 \1,000 \1,400 \2,600 \3,600 \4,200 \5,800 1188 \2,200 \3,200 \6,800 \9,600 \11,400 \16,000

1260 \1,000 \1,800 \2,600 \4,200 \4,200 \5,800 1260 \2,200 \4,200 \6,800 \11,400 \11,400 \16,000

1485 \1,400 \1,800 \3,600 \4,600 \5,800 \7,400 1485 \3,200 \4,200 \9,600 \12,400 \16,000 \20,600

1680 \1,400 \2,200 \3,600 \5,600 \5,800 \8,000 1680 \3,200 \5,200 \9,600 \15,200 \16,000 \22,400

1782 \1,800 \2,200 \4,600 \5,600 \7,400 \9,000 1782 \4,200 \5,200 \12,400 \15,200 \20,600 \25,200

2079 \1,800 \2,600 \4,600 \6,600 \7,400 \10,200 2079 \4,200 \6,200 \12,400 \18,000 \20,600 \28,800

2100 \1,800 \3,000 \4,600 \7,400 \7,400 \10,200 2100 \4,200 \7,200 \12,400 \20,600 \20,600 \28,800

2376 \2,200 \3,000 \5,600 \7,600 \9,000 \12,200 2376 \5,200 \7,200 \15,200 \20,800 \25,200 \34,400

2520 \2,200 \3,400 \5,600 \8,600 \9,000 \12,400 2520 \5,200 \8,200 \15,200 \23,600 \25,200 \35,200

2673 \2,600 \3,400 \6,600 \8,600 \10,600 \13,800 2673 \6,200 \8,200 \18,000 \23,600 \29,800 \39,000

2940 \2,600 \3,800 \6,600 \9,600 \10,600 \14,600 2940 \6,200 \9,200 \18,000 \26,400 \29,800 \41,600

2970 \3,000 \3,800 \7,600 \9,600 \12,200 \15,400 2970 \7,200 \9,200 \20,800 \26,400 \34,400 \43,600

3360 \3,000 \4,600 \7,600 \11,600 \12,200 \16,800 3360 \7,200 \11,200 \20,800 \32,000 \34,400 \48,000

3780 \3,400 \5,000 \8,600 \12,600 \13,800 \19,000 3780 \8,200 \12,200 \23,600 \34,800 \39,000 \54,400

4200 \3,800 \5,800 \9,600 \14,600 \15,400 \21,200 4200 \9,200 \14,200 \26,400 \40,400 \43,600 \60,800

印刷料金（用紙代別途）

高さ＼幅 297 420 594 840 891 1188

297 \400 \400 \600 \600 \800 \800

420 \400 \600 \600 \800 \800 \1,000

594 \600 \600 \1,000 \1,000 \1,400 \1,400

840 \600 \800 \1,000 \1,400 \1,400 \1,800

891 \800 \800 \1,400 \1,400 \2,000 \2,000

1188 \800 \1,000 \1,400 \1,800 \2,000 \2,600

1260 \800 \1,200 \1,400 \2,000 \2,000 \2,600

1485 \1,000 \1,200 \1,800 \2,200 \2,600 \3,200

1680 \1,000 \1,400 \1,800 \2,600 \2,600 \3,400

1782 \1,200 \1,400 \2,200 \2,600 \3,200 \3,800

2079 \1,200 \1,600 \2,200 \3,000 \3,200 \4,200

2100 \1,200 \1,800 \2,200 \3,200 \3,200 \4,200

2376 \1,400 \1,800 \2,600 \3,400 \3,800 \5,000

2520 \1,400 \2,000 \2,600 \3,800 \3,800 \5,000

2673 \1,600 \2,000 \3,000 \3,800 \4,400 \5,600

2940 \1,600 \2,200 \3,000 \4,200 \4,400 \5,800

2970 \1,800 \2,200 \3,400 \4,200 \5,000 \6,200

3360 \1,800 \2,600 \3,400 \5,000 \5,000 \6,600

3780 \2,000 \2,800 \3,800 \5,400 \5,600 \7,400

4200 \2,200 \3,200 \4,200 \6,200 \6,200 \8,200

画像処理による合成が必要な箇所

上記例：電子化×４＋画像合成×４

付録
2014年8月



半切幅 １尺１寸５分（約35cm）

1尺まで \400

6寸につき \100

尺貫法 メートル法 料金 増し裏 幅林下付け 幅林くるみ キャンバス 書道

100 31 \400 \300 \500 \1,000 F5 半紙・色紙

160 49 \500 \400 \600 \1,300 F6 半切1/3、半懐紙

220 67 \600 \500 \700 \1,600

280 85 \700 \600 \800 \1,900 半切1/2、書初め

340 104 \800 \700 \1,000 \2,100 半切2/3

400 122 \900 \700 \1,100 \2,400

460 140 \1,000 \800 \1,200 \2,700 半切

520 158 \1,100 \900 \1,300 \3,000

580 176 \1,200 \1,000 \1,400 \3,200

600 182 \1,300 \1,100 \1,500 \3,300

聯落幅 １尺７寸５分（約53cm）

1尺3寸まで \600

3寸につき \100

尺貫法 メートル法 料金 増し裏 幅林下付け 幅林くるみ キャンバス 書道

130 40 \600 \500 \700 \1,500 F8

160 49 \700 \600 \700 \1,600 F10 聯落1/3

190 58 \800 \700 \800 \1,700

220 67 \900 \700 \800 \1,900 F12、F15

250 76 \1,000 \800 \900 \2,000 聯落1/2、全紙1/3

280 85 \1,100 \900 \1,000 \2,100

310 94 \1,200 \1,000 \1,000 \2,300 聯落2/3

340 104 \1,300 \1,100 \1,100 \2,400

370 113 \1,400 \1,200 \1,100 \2,600

400 122 \1,500 \1,300 \1,200 \2,700

430 131 \1,600 \1,400 \1,300 \2,800

460 140 \1,700 \1,400 \1,300 \3,000 聯落

全紙幅 ２尺３寸（約70cm）

1尺8寸まで \1,000

2寸につき \100

尺貫法 メートル法 料金 増し裏 幅林下付け 幅林くるみ キャンバス 書道

180 55 \1,000 \800 \900 \1,900 全紙1/3

200 61 \1,100 \900 \900 \2,000

220 67 \1,200 \1,000 \900 \2,100

240 73 \1,300 \1,100 \1,000 \2,200 全紙1/2

260 79 \1,400 \1,200 \1,000 \2,300 F20

280 85 \1,500 \1,300 \1,100 \2,400

300 91 \1,600 \1,400 \1,100 \2,500 全紙2/3

320 97 \1,700 \1,400 \1,100 \2,600

340 104 \1,800 \1,500 \1,200 \2,700 F25

360 110 \1,900 \1,600 \1,200 \2,800 F30

380 116 \2,000 \1,700 \1,300 \2,900

400 122 \2,100 \1,800 \1,300 \2,900

420 128 \2,200 \1,900 \1,300 \3,000

440 134 \2,300 \2,000 \1,400 \3,100

460 140 \2,400 \2,100 \1,400 \3,200 全紙

凌雲堂 裏打ち料金表
2014年8月



 サイズ呼称 幅（分） 高さ（分） メートル法(mm) 裏打ち 幅林 くるみ

半紙 80 110 242×333 \400 \400 \1,000

色紙 80 90 242×273 \400 \400 \900

半懐紙 85 125 258×379 \500 \500 \1,100

全懐紙 125 170 379×515 \600 \600 \1,500

半紙２枚判 80 220 242×667 \600 \600 \1,500

全紙六つ切り 75 210 227×636 \600 \600 \1,500

千葉判 70 210 212×636 \600 \600 \1,400

埼玉判 90 250 273×758 \700 \700 \1,700

半紙３枚判 80 330 242×1000 \800 \900 \2,100

半切１／４ 57.5 225 174×682 \500 \600 \1,500

半切横１／４ 115 112.5 348×341 \500 \500 \1,200

半切１／３ 115 150 348×455 \500 \600 \1,400

半切１／２ 115 225 348×682 \700 \700 \1,700

半切２／３ 115 300 348×909 \800 \900 \2,100

半切 115 400 348×1212 \1,000 \1,100 \2,600

半切５尺 115 500 348×1515 \1,100 \1,300 \3,100

半切７尺 115 700 348×2121 \1,400 \1,700 \4,100

聯 57.5 450 174×1364 \1,000 \1,100 \2,600

聯落 175 450 530×1364 \1,700 \1,300 \3,200

聯落５尺 175 500 530×1515 \2,000 \1,400 \3,400

聯落７尺 175 700 530×2121 \2,500 \1,800 \4,400

全紙１／３ 230 150 697×455 \1,000 \800 \1,900

全紙１／２ 230 300 697×909 \1,300 \1,100 \2,700

全紙 230 450 697×1364 \2,400 \1,400 \3,400

全紙５尺 230 500 697×1515 \2,600 \1,500 \3,700

全紙７尺 230 700 697×2121 \3,600 \1,900 \4,700

２尺×６尺 200 600 606×1818 \3,100 \1,600 \4,000

２尺×８尺 200 800 606×2424 \4,100 \2,000 \5,000
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書道サイズ一覧
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号数 縦（mm） 

- - F P M S

サムホール 227 158 － － 227

0 180 140 － － 180

1 220 160 140 120 220

2 240 190 160 140 240

3 273 220 190 160 273

4 333 242 220 190 333

5 350 270 240 220 350

6 410 318 273 242 410

8 455 380 333 273 455

10 530 455 410 333 530

12 606 500 455 410 606

15 652 530 500 455 652

20 727 606 530 500 727

25 803 652 606 530 803

30 910 727 652 606 910

40 1000 803 727 652 1000

50 1167 910 803 727 1167

60 1303 970 894 803 1303

80 1455 1120 970 894 1455

100 1620 1303 1120 970 1620

120 1940 1303 1120 970 1940

130 1940 1620 - - -

150 2273 1818 1620 1455 2273

200 2590 1940 1818 1620 2590

300 2910 2182 1970 1818 2910

500 3333 2485 2182 1970 3333

キャンバス・サイズ一覧

横（mm）

付録
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