
アセンブリ発注シート

タイトル名 発注枚数

枚

⑧タイトル名／発注枚数

ジュエル

□キャラメル　　□シュリンク　　□OPP袋　　□無

スリム

□黒トレイ

□白トレイ

□クリアトレイ

□黒トレイ

□白トレイ

□クリアトレイ
　　　　　（半透明）

□黒トレイ

□白トレイ

□クリアトレイ

⑪ケース／包装各情報

包 装

2CD ケース 簡易ケース

ケ
ー
ス
タ
イ
プ
（
ト
レ
イ
色
）

トールケース

□黒

□白

□クリア

□黒

□白

□クリア

ディスクセット向き

□盤面フタ向き
□盤面トレイ向き

マキシ

□クリアトレイ

シングル ２DVD

オプション

印刷物
仕様

印刷物 □ 有　　　　　□ 無

⑩印刷物情報

弊社
到着日 月　　　　日

その他、ご指示があればご記入をお願い致します。

メディア
種類

メディア
セット □ 有　　　　　□ 無

⑨支給メディア情報

弊社
到着日 月　　　　日

□ ＣＤ　　□ DVD　　□ BD

□ 投込印刷物 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

□ その他　　　 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

□ ジャケット 【　　 片面印刷 / 　　 両面印刷 】 ※マキシ用以外はジュエル＆スリム用

　　 　　　　　　 【　　 ２Ｐ　　 ４Ｐ　　 ６P　　 ８P　　 １２Ｐ　　 １６P　　 ２０P　　 マキシ 】

□ バックカード  【　　 片面印刷 /　　 両面印刷 】 ※ジュエルケースのみ

□ キャップ（帯） 【　　 片面印刷 /　　 両面印刷 】

　　　　　　　　　　【帯サイズ ： 　　 15x15 ミリ　　 15x30 ミリ　　 30x30 ミリ 】

□ 紙ジャケット 【　　 シングル /　　 ダブル（　　 1 枚入 /　　 ２枚入） 】

　　 　　　　　　　  【不織布入 ： 　  有 / 　 無 】

□ デジトレイ　  【タイプ ： 　　 二面　　 三面　　 トール】 

□ トールケース用ジャケット 【　　 片面印刷　　 両面印刷 】

□ BD ケース用ジャケット 　  【　　 片面印刷　　 両面印刷 】

BD ケース

□クリアブルー

□ラミネート仕様

□ティアテープ付

□ティアテープ
　　　 裏面糊付き

□窓付紙封筒
（薄紙、爪入有り）

不織布

紙封筒
その他
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