
ＰＯＤ出力サービス
【印刷会社を元気にするための極小ロット印刷の駆け込み寺拠点の開設】
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POD出力サービス

印刷会社の駆け込み寺、極小ロットのデジタル POD印刷、またはサンプル作りにより
印刷会社の要望に応えるべく迅速な対応のために設立

【場　所】 広島市西区商工センター４丁目４－２９　TEL082-279-9400
 株式会社ゴプス内

【使用料】 基本料 5,000 円

 【カウント料】 フルカラー 1 カウント 50円
  2 色 (CMYK単色のみ ), モノクロ 1 カウント 20円
  スペシャルカラー 1 カウント 80円（１色）
 　　長　尺 　～ 487mm　　　　  /　1カウント
  　487.8 ～ 840.9mm　/　2カウント
  　841 ～ 1260mm　   /　3カウント

 【編集料】 バリアブル基本料　5,000 円
  プロッタ加工基本料　5,000 円

 【加工料】 中綴じステープル１部　10円　折り：二つ折りのみ
  クリアファイル加工　1枚 200 円
  プロッター加工　1枚　10円

【用　紙】 お客様持ち込みにて対応

＊会員の場合はこの限りではない（印刷駆け込み寺の会　年会費 5万円）

機器情報

カラープロダクションプリンター RICHO Pro 7200S 1 式 ( 今年中に 1式追加予定 )

出力スピード：A3タテ　49枚 /分　　A4ヨコ　85枚 /分

用紙サイズ：100 x 139mm ～ 330.2 x 487.7mm (45 ～ 258kg)
 　【長　尺】最大 1,260mm（片面 )
 　上質紙、コート紙、マット紙、クリアファイル、タック紙、
 　感圧紙、ユポ紙など

中 綴 じ：20枚まで可能（80g/ ㎡の場合）二つ折りのみ

スペシャルカラー：ホワイト、クリアー、ゴールド、シルバー、ネオンピンク、インビジブルレッド

印刷会社の駆け込み寺、極小ロットのデジタル POD印刷、またはサンプル作りにより
印刷会社の要望に応えるべく迅速な対応のために設立

【場　所】 広島市西区商工センター４丁目４－２９　TEL082-279-9400
 株式会社ゴプス内

【使用料】 基本料 　　　　円（持込出力の場合は　　　円）

 【カウント料】 フルカラー 1 カウント　　円
  2 色 (CMYK単色のみ ), モノクロ 1 カウント　　円
  スペシャルカラー 1 カウント　　円（１色）
 　　長　尺 　～ 487.9mm/1 カウント　　488～ 840.9mm/2 カウント
  　841 ～ 1260mm/3 カウント

 【編集料】 別途ご相談

 【加工料】 中綴じ１部　　　円　　　折り：二つ折りのみ

 【クリアファイル加工】　1枚　　　円

 【プロッター加工】　基本料　　　円

【用　紙】 お客様持ち込みにて対応

＊会員の場合はこの限りではない（印刷駆け込み寺の会　入会金　　　円）



作成アプリケーション：Adobe Illustrator CC シリーズ

文字はアウトラインにします。

保存形式：ai (PDF 互換ファイルを作成 )　　もしくは PDF (Illustrator の編集機能を保持 )

スペシャルトナーを使用する時は、【オーバープリント】設定が必須です。

スペシャルトナー加工ご希望の場合は、『パッケージ』されたフォルダを入稿してください。

校正確認の為、ご担当者様名、メールアドレスをお願いします。

【スペシャルトナー用のスウォッチ名の付け方 /Illustrator】

名前 　　　カラータイプ カラーモード (わかりやすい色でかまいません )

Cleae 　　　特色  　C100% クリアトナー

White 　　　特色  　K20% ホワイトトナー

Special 　　　特色  　M100% ネオンピンク、ゴールド、シルバー、インビジブルレッド

【スペシャルトナー (ホワイト ) 用の画像 /Photshop】　PSD形式で保存

1) 画像中の濃度を反転させる。トーンカーブ：[入力：0]→[ 出力：100]　[ 入力：100]→[ 出力：0]

  　 もしくは [ イメージ ]→[ 色調補正 ]→[ 階調の反転 ]

1) ダブルトーン 1版　 K20% White

【スペシャルトナー (ゴールド ) 用の画像 /Photshop】　PSD形式で保存

1) ダブルトーン 2版　 金に近い色で設定　Special　　Y30%

【クリアファイル】 ホワイトトナー使用

クリアファイル データは逆像 /印刷面は裏返しになります。

 色紙 2 度刷りのため位置ずれが発生する可能性があります。

【印刷モード】入稿時に、印刷モードの指定をお願いします。

カラー出力　※トリムマーク (レジストレーションはカラー出力扱いとなります。)

モノクロ 1色　モノクロ 2色 ( スペシャルトナーは含まれません )

スペシャルトナー　ネオンピンク・ゴールド・シルバー・インビジブルレッド・ホワイト・クリア

データ入稿について



https://gops.co.jp
〒733-0833 広島市西区商工センター 1-4-29  TEL 082-279-9400 FAX082-279-9402株式会社

作成アプリケーション：Adobe Illustrator CC シリーズ

文字はアウトラインにします。

『パッケージ』されたフォルダをお持ちください。

全面カットする場合　　※[ halfcut ] シール用　※[ crease ] 筋入れ

【レイヤ作成】 【線幅】 色

[ cut ] [ halfcut ] 0.01mm スウォッチ設定→LaserPenColor　ブラック

[ crease ] 0.01mm スウォッチ設定→LaserPenColor　レッド

[ 印刷デザイン ] 立ち落とし部分が必要

同じデータ内に [ cut ] [ halfcut ] が混在する場合

[ cut ] 0.01mm スウォッチ設定→LaserPenColor　ブラック

[ halfcut ] 0.01mm スウォッチ設定→LaserPenColor　新規カラー緑

対応メディア

A4 (297x210mm)　A3 (297x420mm)　A3ノビ (329x483mm)　B3 ISO (500x353mm)

B3 JIS (515x364mm)　SRA4 (320x235mm)　SRA3 (320x450mm)

印字余白

A4・A3・SRA4・SRA3 紙端から 10mm

B3 紙端から 15mm

クワエ 紙端から 30mm

赤枠内がカッティング領域

専用トンボ (必須 ) 付きデータを

メールにてお渡しします　※A4以下は未対応

プロッターデータ入稿について

商 栄 株式会社 〒738-0022 広島県廿日市市木材港南 7-47　　tel（0829）32-4185　fax（0829）32-8477
　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.sho-pack.co.jp




