
レコード発注シート

⑦商品名／総数量
商品名 総数量

部

⑧コース内容

□ バルク（インナースリーブのみ） □ パッケージ（ジャケットセット有）

⑬マスターデータの支給形態

【       CD-R/DVD-R メモリ       データ転送】

完全データ支給□マスター
支給形態

⑨レコード仕様

●レーベルサイズ

□ １２インチ □ ７インチ（ラージホール）

●回転数（A/B面で異なる回転数も可能です。）

□ ３３回転 □ ４５回転

●レーベル印刷（中央ラベル紙部分）

□ 有り □ 無し（ホワイトレーベル）

●収録時間

A面（　　　分　　　秒）　B面（　　　分　　　秒）
※レコードはサイズ／回転数によって収録可能な時間が異なります。

（推奨収録時間は、PDF の他ページを御参照下さい。）

●プリマスタリング

□ 有り □ 無し

ジャケットジャケット

●ジャケット製作／セット

□ 有（　　背表紙有り /　　無）　□ 無

●ジャケット加工

□ ツヤ有り（光沢）　□ ツヤ無し（マット）

●インナースリーブ

□ ホワイト □ ブラック
※レコードを傷や汚れから守るため、下記ジャケット無しでのご発注の場合でも

インナースリーブは必須とさせて頂いております。

包装包装

●ジャケット有りの場合

□ シュリンク　□ OPP（口開きタイプ）
※ジャケットありの場合、輸送時のダメージから守るため、どちらかの包装を必

須とさせて頂いております。

オプションオプション

●歌詞カード

□ ２P（　　片面　/　　両面）　□ ４P（　　片面　/　　両面）

⑩セット＆ジャケット仕様

デザインデータ
支給形態

デザインサンプル
データ形式

□ 完全データ支給
【 □ CD-R　　□ メモリ　　□ データ転送】

□ PDF　　□ JPG
※最終的な御入稿時のデザインデータの状態を

書出したサンプルデータをご支給下さい。

□ 弊社でデザイン作成
オプション

⑫デザインデータ（盤面／印刷物）の支給形態



レコード用注意点／入稿規約
チェックシート

入稿物
送付先

※各チェック項目に不備が会った場合の結果、納品日程の遅延等に対して弊社ではいかなる責任も負いませんので御注意下さい。
※マスター／デザインデータの御入稿は、お客様が完全データでの御入稿が原則となっており、弊社側での修正等は一切お受けしておりません。

各項目を必ず御確認頂き、御了承頂いた上で下記にチェックと発注シートに記載をお願い致します。□

info@tech-t.co.jp
〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-1-15 リー5ビル 8F
TEL：03-5937-3411 / FAX：03-5937-3412

テックトランス株式会社

入稿規約 ※同意の上、発注シートに記載をお願い致します。

レコードにつきましては製作工程／輸送の関係上、詳細な納品日を確
約して御案内する事ができません。御注文頂く際には、希望される納品
時期から余裕を持った日程にて、弊社への御発注／御入稿をお願い致
します。
※御発注／御入稿から約２～３週間後にテストプレスをお届けします。

テストプレスを確認して頂いた後に、御了承の御連絡を頂いてから製
品の製作を開始し、約６～８週間後に納品となります。

□ 

マスター音源の形式は、WAVもしくはAIFFでお願いします。（MP３不可）
またビット深度は16～32bitのいずれか、サンプリング周波数は44.1～
192 kHzのいずれかでお願い致します。
※16bit/44.1kHz、または24bit/48kHzを推奨しております。

□ 

CD-Rマスターでの入稿も可能ですが、CD再生クオリティが上限となり、
音質が向上する事はございません。

□ 

マスターとなる音源データは、御発注後にデータ転送サービス
（firestorageやGigaFile等）を利用して御入稿下さい。

□ 

レコードは、WAVやAIFF等の音楽データとで再現可能な周波数帯域が
異なり、また製作時にはマスターを元に、レコードが製作可能な状態に
調整を行い、カッティング作業等を経て製作を行いますので、製品のレ
コードは音楽データと同等の音質とは異なります。
そのためレコード盤にカッティング／プレス作業の際に変化する音質を
見越して、マスタリングスタジオ等で適正にプリマスタリングされたマスタ
ーでの御入稿を推奨致します。

□ 

レコードの再生結果はリスニング環境の設備に依存します。予め再生さ
れる環境を認識をした上で再生下さい。

□ 

マスター音源は、ヘッドルームを -１dbから-３dbほど残して作成下さい。
過度なコンプレッションをしているマスターは、歪みの原因になります。
推奨収録時間を超えると、音質低下やノイズの原因となります。
低域と高域の音量が過度に大きいマスターは、レコードには不向きとな
ります。周波数特性を確認し、バランスを整えて下さい。
これらを考慮した上でマスターを作成下さい。

□ 

マスターについて

テックトランスにて製作可能なレコードの通常サイズは、７インチ／１２イ
ンチ （LP）となり、サイズ／回転数によって収録可能な時間や推奨収録
時間が変わります。
レコードのサイズは大きいほど、推奨収録時間が長くなります。
回転数は現在３３rpmと４５rpmの２種から選択でき、３３rpmは回転が遅
いため推奨収録時間が長くなりますが、４５rpmは回転が安定し音をレコ
ードの溝にゆとりを持ってカット出来るため、音質は優れます。
推奨収録時間を超えても製作は可能ですが、音質が著しく劣化する可
能性が高いので予め御了承下さい。超過時間は下記推奨収録時間の
10％以内に収める事をお勧めします。

□ 

レコードの性質上、収録時間が長い場合は、レコードの溝を中心部ラベ
ル近辺まで収録されます。そのため内側に行く程に解像度や再生精度
は下がり、「内円歪み」というレコード特有の症状が発生し、歪み成分が
多くなります。
外側と内側では１０kHz以上の高音域が-３dBほど下がり、聴感上では１
／４ほど下がります。

□ 

テストプレスは製品の製作開始前に、プレスするレコードの音質をチェッ
クするための確認用のレコードとなります。
製品の生産を開始する前にテストプレスを確認し、音質やノイズ、針飛
び等の確認をお願い致します。
※テストプレス到着後は納期に影響が出ますので、到着後３営業日以

内を目安に速やかに承認の御回答をお願いします。
※テストプレス確認後に、マスターの差替え等、改めてテストプレスを行

う場合には、追加でカッティング費とテストプレス費が発生致します。

□ 

レコードについて

御注文～納品について

デザインデータの御入稿時には、弊社テンプレートを使用し作成された
Illustrator／Photoshop形式のデータでの御入稿をお願い致します。
またテンプレートと共に圧縮ファイル内に同梱されているPDF「お読み下
さい」内の項目を参照して頂き、データを作成下さい。
※上記内の注意点等に沿って作成されていない入稿データは、仕上が

り時にはお客様の意図していない仕上がりとなる可能性がございます
ので、御確認頂き予め御了承下さい。

□ 

カラーモードは必ず「CMYKモード」での作成をお願い致します。
また海外の提携工場での印刷作業となりますので、カラープロファイル
はテンプレートに設定されている「Coated FOGRA39」で御入稿下さい。
※仕上がり時の色味の変化の原因となります。

□ 

各オブジェクトへの着色は、CMYK各濃度％の総量は各オブジェクト共に
計３２０％を超えない数値で着色下さい。
※仕上がり時の裏写りや汚れの原因となります。

□ 

下記全項目を確認致しました。□ 

予期せぬデータ破損や製造過程におけるトラブル等で、商品のお届け（配送日・時間）が遅
れた場合でも、弊社では一切責任は負いません。発売日などで絶対的な希望納期がある
場合は、余裕を持って御発注／御入稿をお勧め致します。

●

入稿規約 ※同意の上、次ページ発注シートに記載をお願い致します。

下記の項目を確認致し、同意・了解致します。□ 

マスターとなる音楽・映像又はいかなるコンテンツが法律（著作権法）により保護されている
場合、無断使用する事は致しません。
著作権登録されている音楽を使用する場合は、必ず（株）日本音楽著作権協会（JASRAC）
への使用許諾申請をし許諾を受けています。またマスターとなる素材が法律（著作権法）に
より保護されている場合、無断でそのプログラム・素材を使用する事は法律で禁止されてい
ますので、（財）ソフト情報センターや社団法人著作権情報センターなど関係各所の許諾を
受けています。また、府rグラム・素材の作者本人（又は法人）が、CD・DVD・BD・カセット
テープ・レコード等あらゆるメディアへの収録禁止などの制限事項を明記している場合に
は、必ず作者本人（又は法人）の定める機関にて、許諾を受けます。
尚、著作権など如何なるトラブルに関しても、テックトランス株式会社は一切関係ありませ
ん。また本書類と発注書の記載の全ての項目に同意・了解致します。

●

お預かりしたマスターがお客様側の環境では問題なく再生された場合でも、記録された
データとして元々破損がある場合がございます。その際の仕上がり時のトラブルにおきまし
ては、弊社では一切責任負いません。

●

印刷に関しては原則お預かりした入稿データをそのまま出力致します。使用する素材／印
刷機／インク等により、予測を超え意図した通りに仕上がらない場合でも、弊社では一切
責任を負いません。
（特にレコードラベルと印刷物は、同一データであっても、それぞれの素材の性質上、色味
等が異なった仕上がりとなる可能性がございます。）

●

印刷物を御支給頂く際は、弊社規定サイズを厳守の上、折り・ミシン目加工等がされている
状態で御支給をお願い致します。またあらゆる御支給物において、予備が無い場合の納品
数不足や、組立作業に際して弊社側で何らかの作業が発生する場合、その損害等に関し
ては一切責任を負いません。

●

商品価格をお安くさせて頂く関係で、原則運送業者の指定は受け付けておりません。
運送に関してのトラブルは運送業者の責任となり、その運送業者補償範囲内での対応とな
ります。

●

納品した製品で不備のあるものに関しては、納品日より1週間以内にお申し出下さい。弊社
に非の認められた場合は対応致します。但し製造代金を上限とし、それ以上の責任は一切
負いません。（納期遅延損害、遺失利益等、その他一切）
また納品日より1週間を過ぎたお申し出に関しては一切責任を負いません。

●

納品した製品で不備のあるものに関しては、納品日より1週間以内にお申し出下さい。弊社
に非の認められた場合は対応致します。但し製造代金を上限とし、それ以上の責任は一切
負いません。（納期遅延損害、遺失利益等、その他一切）
また納品日より1週間を過ぎたお申し出に関しては一切責任を負いません。

●

原則前金でのお支払い確認後の作業開始となります。入稿日に御入金が確認できない
（振込名義が異なる等も含む）場合の納期遅延に関しては一切責任を負いません。
入金システム処理上の理由等で、入稿日に確認ができない可能性がある場合は、予め入
金確認証明の御提示・弊社への御連絡をお願い致します。

●

弊社側での商品・資材等の保管は原則行っておりません。●

作業開始後の全ての業務におけるキャンセルはお受け致しかねます。●

包装はケースやジャケットへ傷がつかない様に保護するという事が目的とされています。
細かな傷や接着部分の差異については、保証対象外とさせて頂きますので、予め御了承
下さい。

●

メディア・ケース・印刷物・ディスク等の仕様は、予告無く変更させて頂く場合がございます。●

再発注の場合、印刷機等の状況により、色味等が以前と同じ仕上がりにならない場合がご
ざいます。

●

デザインデータについて

１２インチ

７インチ

３３rpm １９分３０秒 ３９分

４５rpm １４分３０秒 ２９分

３３rpm ７分 １４分

４５rpm ５分 １０分

レコードサイズ 回転数 片面 両面

レコード推奨収録時間
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