
□ バルク（ディスクのみ）　□ パッケージ（ケース等へのセット有り）

⑦コース内容

タイトル名 発注枚数

枚

⑧タイトル名／発注枚数

CD-Rコピー発注シート

※データ転送を利用してのWAVやMP3等の音楽データ、画像等、その他の
データ形式でのマスター入稿はお受けしておりません。

　　製作されたいCD-Rと同状態のCD-Rをマスターとしてご入稿下さい。

□ CD-DA（音楽 CD）

□ CD-ROM（データ CD）

□ CD-EXTRA

■ CD-Rのみ

フォーマット マスター支給形態

⑨フォーマット／マスター支給形態

※使用されるメディアによってそれぞれ料金が異なります。また印刷範囲のサ
イズがそれぞれで異なるため、個別のテンプレートがございますので、使用さ
れるメディアのテンプレートを使用してデザインデータを作成して下さい。

□ 有　 □ 無 ※無の場合でも下記よりメディア種類を選択下さい

□ 通常メディア（ホワイトプリンタブル）

□ 太陽誘電メディア（ホワイトプリンタブル）

□ ウォータシールドメディア
 （耐水性インクジェットホワイトプリンタブル）

盤面印刷

使用
メディア

※全てインクジェットでの印刷のみとなります。

□ ポイント印刷
 ※背景無し、文字やロゴ等のみの簡易的なテキストベースのデザイン
 （印刷範囲 30％未満）

□ 全面印刷
 ※背景有り、印刷範囲内の広範囲にオブジェクトが配置されたデザイン
 （印刷範囲 30％以上）

盤面印刷
種類

⑪盤面印刷／使用メディア情報

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

⑩デザインデータ（盤面／印刷物）の支給形態

（               　　 　）

印刷物
仕様

印刷物 □有（弊社にて製作）　　□無　　□完成品支給

⑫印刷物／ケース／包装各情報
お客様より完成品の印刷物を支給の際の

弊社到着日 ： 　　　月　　　　日

□キャラメル　　□OPP袋　　□無包 装

ケ
ー
ス
タ
イ
プ
（
ト
レ
イ
色
）

ジュエル 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）

□ フタ向き　□ トレイ向き

□黒トレイ

□白トレイ

□クリアトレイ

2CD ケース 簡易ケース

トールケース

□黒

□白

□クリア

□黒

□白

□クリア

シングル

オプション

ジュエルケース用印刷物

２DVD

ディスク印刷面セット向き
BD ケース

□クリアブルー

□ ジャケット

□ バックカード
□ キャップ（帯）

□ トールケースジャケット

□ ＢＤケースジャケット

□ オンデマンド紙ジャケット 

【　  　　２Ｐ　　　/    　　４Ｐ　　 】
【　  片面印刷　/　  両面印刷 】
【　  片面印刷　/　  両面印刷 】
【　  片面印刷　/　  両面印刷 】

【　  片面印刷　/　  両面印刷 】

【　  片面印刷　/　  両面印刷 】

□ 投込印刷物 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

【　  　Ｓタイプ　/　  　 Ｌタイプ 】

【表面ＰＰ加工：　　有 / 　　無 】

※帯サイズは
　 15×30 ミリのみ

※包装は「OPP 袋」のみとなります。

□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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