
料金の改定について
(2022年11月18日以降納品分)
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EditNetプリンテックでは，新型コロナウイルス感染症の拡大
によるご注文件数の減少と，提供原価の大幅な上昇などにより，
現状のサービスをそのままの形で維持することが困難になってい
ます．

このため，一部のサービスの見直しと料金の改定を実施させて
いただきます．お客さまのご理解をお願いします．

あわせて，当社のお客さまの作品を手に取られる皆さまには，
当社のお客さまが印刷料金を作品の販売価格に適切に転嫁できる
よう，ご理解とご協力をお願いします．
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料金・提供条件の改定時期について

●2022年11月18日（改定基準日）以降の納品(発送)分か
ら，料金・提供条件を改定させていただきます．
●当社webサイトの「e窓」などは，入力いただいた納品
日をもとに，適用する料金を判定します．
●改定基準日以降の納品予定でお引き受けした印刷物が予
定より早く仕上がり，改定基準日の前日までに納品(発送)
した場合でも，差額の精算は行いません．
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料金・提供条件の改定内容について(1)

●セットプランの料金（基本額）を引き上げます．
●セットプランに含まれる用紙の範囲，加算額を一部変更
します．
●孔版印刷とオフセット印刷において，複雑な色替えや多
色刷りなどの加算額を創設します．
●紙原稿の取扱いについて，加算額を設定します．
●各種オプションの加算額を改定します．
●一部のセットプランの提供を終了します（他のプランで
同じ仕様の印刷物を作ることはできます）．
●仕入れ価格の変動に合わせ，用紙代を引き上げます．
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料金・提供条件の改定内容について(2)

●今回の料金改定は大幅な値上げ改定となるため，2022
年11月，2023年4月ころの2回に分けて実施します．
（2023年4月ころの改定については，今後の状況を踏ま
え，改めてお知らせします．）
●原材料費などの値上がりは当面続くことが予想されるた
め，その後も1年（当面の間は6か月）ごとに料金を見直
すこととし，料金についてお客さまの予見性を高めるとと
もに，提供原価を適切に反映できるようにします．
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セットプランの料金引上げについて

●セットプランの料金（基本額）を引き上げます．

（例）
印刷方式・プラン等 現行 改定

孔版印刷 アーリーバードセット
36ページ 50部

15500円 19700円
（+27.1%）

オフセット印刷 エコエコワン早期割引
B5 36ページ 100部

22000円 30350円
（+38.0%）

オンデマンド印刷 オンデマンドお試しプラン
（無線綴じ・2000円割引）
B5 36ページ 50部

15450円 19750円
（+27.8%）

オンデマンド印刷 オンデマンドお試しプラン
（無線綴じ・2000円割引・本文表紙フルカ
ラー） B5 36ページ 50部

32750円 37050円
（+13.1%）

●料金額はいずれも10%税込．
●いずれも料金表上の基本額を比較．ただしオンデマンドお試しプランについては，新型コ
ロナウイルス感染症の影響により割引適用の納期での受注をしているため，2000円引きの
料金を比較．
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セットプランに含まれる紙の変更について

●セットプランに含まれる紙の範囲と加算額を一部変更し
ます．

セットプランで使える用紙 現行加算額 改定後加算額

表
紙

グラフィーCoC(160kg)
クラーク70(180kg) (*1)

＋0円
（加算額なし）

＋10円

キュリアスIR(146kg) (*2) ＋30円 ＋50円
ミランダ(黒・130kg) ＋40円 ＋50円

本
文

少年漫画の紙 (*3) ＋0円
（加算額なし）

＋4円

●料金額はいずれも10%税込．
●表紙は1部当たり，本文は4ページごとに1部当たり．
(*1)クラーク70は製造終了のため，メーカ在庫限りで終了となります．
(*2)キュリアスIRは輸入紙のため，大幅な円安の影響を受けて大幅に仕入れ価格が上昇しています．また，製造元の
経営について一部報道がありますが，それ以外に今後の紙の流通について当社で把握している事実はありません．
(*3)「少年漫画の紙」は当社が独自に大量に仕入れることで取扱いを実現していましたが，イベントチラシでの利用
がなくなり取扱量が急減し，在庫を持つためのコストが急上昇しました．また，印刷の作業上の支障も多い紙のため，
今回の改定で加算額を設定します．
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複雑な多色刷りなどの加算額等について(1)

●孔版印刷で本文に通算4色以上を使う場合，4色目から1
色ごとに所定の加算額を適用します．

●料金額はいずれも10%税込．
●色の数の非常に多い印刷物は，通常の納期でお引き受けができないことがあります．
(*1)キューティバードセットでは本文の色替えの回数に制限がありませんが，色の数が非常に多い印刷物に
ついては，従来からアーリーバードセットのご利用をお願いしています．
(*2)サンダーバードセットでは色替えができませんが，当社が特に承諾する場合の加算額をあらかじめ設定
します．

適用するセットプラン 現行 改定
アーリーバードセット
EcoDuo14

＋0円 ＋1140円

キューティバードセット(*1)
EcoDuo7

＋0円 ＋2290円

サンダーバードセット(*2)
EcoDuo3

取扱いなし
(制度上は加算額なし)

取扱いなし
(当社が特に承諾する場合，

2色目から＋3430円)

(例)アーリーバードセットで本文に通算6色を使う場合，4色目から1色
ごとに1140円を加算し，3420円となります．
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複雑な多色刷りなどの加算額等について(2)

●孔版印刷・オフセット印刷で，同じ台（4ページまたは8ページの
組）の表裏で違う色を使う場合で，多色刷りの料金が適用されない色
には，多色に準ずるものとして新たに加算額（本文準多色の加算額）
を適用します．
●表裏で色が異なる1か所ごとに，部数にかかわらず適用します．

印刷方式 現行(*1) 改定(*2)
孔版印刷 0円（加算額なし） 1140円
オフセット印刷 0円（加算額なし） 2770円

●料金額はいずれも10%税込．
(*1)現行では，多色刷りの加算額，オフセット印刷ではインキ加算額などにより，使う色が増える結果とし
て料金が加算されることはありましたが， 「表裏で色が異なる」こと自体に着目した料金は設定していま
せんでした．
(*2)本文準多色の加算額は，その印刷方式での本文多色刷りの料金のうち，料金計算上の最低部数（孔版50
部，オフセット100部）にあたる料金を設定しています．

具体的な適用例は次ページ以降
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複雑な多色刷りなどの加算額等について(3)

「本文準多色の加算額」は，例えば以下のように適用します．

準多色1回分
(表裏で色が違う1色刷り)

台 ページ 印刷色
1 3,6 黒

4,5 青☆
2 7,10 マスカット

8,9 マスカット，ゆず★
3 11,14 茶

12,13 黄土色☆，深緑★
4 15,18 紅梅，紫★

16,17 藤☆，チェリーピンク★

多色1回分
(ゆずに多色を適用)

準多色1回，多色1回分
(黄土色は表面にないため準
多色，深緑は多色の追加分)

準多色1回，多色2回分
(藤は表面にないため準多色，紫と
チェリーピンクは多色の追加分) 例は孔版 ☆準多色を適用 ★多色を適用

孔版印刷の「本文で4色以上を使う場合の加算額」，オフセット印刷の「インキ加算額」
は別にかかることがあります．

概ね「表と裏に同じ色がない場合」に準多色を適用します．
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複雑な多色刷りなどの加算額等について(4)

「本文準多色の加算額」は，例えば以下のように適用します．
台 ページ 印刷色
1 3,6 黒

4,5 灰☆
2 7,10 マスカット，灰★

8,9 マスカット，ゆず★
3 11,14 グリーンフォレスト，若竹★

12,13 深緑☆，茶色★，黄土色★
4 15,18 深緑，橙★

16,17 黄☆，紫★
5 19,22 黄，橙★

20,21 黄，橙★
6 23,26 チェリーピンク，赤★

24,25 ブルーベリー☆
7 27,30 ブルージーンズ

28,29 ブルージーンズ

複雑な仕様の本も，当社の
特徴的なサービスとして知
名度の向上や増収につな
がっていましたが，極端に
複雑な仕様の本が増え，無
料・低廉なオプション料金
を維持することが難しくな
りました．

このような本の場合，
●インキの色の数
→16色
●多色の回数
→10回
●準多色の回数
→4回 と数えます．

このような例では，料金が現行
の2倍を上回ることがあります．

例は孔版 ☆準多色を適用 ★多色を適用
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複雑な多色刷りなどの加算額等について(5)

●オフセット印刷のインキ加算額について，計算の方法を変更します．
（現行）表紙・本文それぞれ，使う色の数だけを数えて計算
（改定）現行の計算に加えて，印刷の色・順序の組合せが違う面はそ
れぞれ別々に計算

従来は計算の簡便さを優先し，単純に色の数だけを数えてきましたが，同じ色でも多
色刷りの組合せが違えば再度印刷機の色替え作業（ローラの洗浄やインキの調子合わ
せなど）を行うため，それに見合う計算方法に変更します．

例はオフセットB5判
多色刷りの加算額は別に必要です．

台 ページ 印刷色
1 3,6 黒，牡丹

4,5 黒，牡丹
2 7,10 紫，牡丹

8,9 紫，牡丹
3 11,14 黒，紫

12,13 黒，紫

従来は，「(黒)，牡丹，紫」
とインキの数だけを数え，イ
ンキ加算額のかかる基本色を
「2色」としていました．
改定後は，「黒，牡丹」「紫，
牡丹」「黒，紫」と別々に数
え，「4色」と計算します．

組合せ1

組合せ1

組合せ2

組合せ2

組合せ3

組合せ3
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紙原稿の加算額の設定について

●紙原稿の取扱いについて，加算額を設定します．
適用する原稿・適用の単位 料金(*1)

本文の原稿1ページごと
（多色の場合は1ページ・1色ごと）

220円

表紙の原稿1枚（1枚で描かれている場合は1面
で1枚，当社で面付けをする場合はそれぞれ1
枚）ごと（多色の場合は1枚・1色ごと）

550円

ペーパーの原稿1枚ごと
（多色の場合は1枚・1色ごと）

220円

●料金額はいずれも10%税込．
(*1)1100円に満たない場合は1100円を最低額とします．表紙と本文が両方とも紙原稿の場合，それぞれ
別々に考えます．
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各種オプションの加算額の改定について (1)

●本文や表紙の多色刷り，インキ替えなどの料金を引き上
げます．

ご利用の多いオプションの例 現行 改定
孔版印刷表紙多色刷り(*1)
（1色ごとに，50部の場合）

＋820円 ＋1280円

オフセット印刷表紙多色刷り(*1)
（1色ごとに，100部の場合）

＋1400円 ＋2770円

オフセット印刷のインキ加算額(*1)(*2)
（基本色1色につき）

＋2200円 ＋3300円

変形断裁(*1)(*3)
（無線綴じで印刷した本を2分割する場合，50
部の場合）

＋550円 ＋1650円

●料金額はいずれも10%税込．
(*1) 従来は複雑な仕様の本もなるべく低廉な料金でご利用いただくため，単純な仕様の本も含めた全体で収支を計算
していましたが，複雑な仕様の本が増えることでこの方法の維持が困難になったため，作業量に見合う料金を順次設
定することとなりました．
(*2) *1に加えて，原材料価格も大幅に高騰しているため，大幅な引き上げとなります．
(*3) 長年，計算上は断裁1回追加として計算してきましたが，実際の作業上は少なくとも2回追加する例が増えている
こと，変形断裁を伴う本にはページ数の多い本も多く，一度に断裁できる部数も少なくなることから，大幅な引き上
げとなります．
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各種オプションの加算額の改定について (2)

●表紙フルカラーのオプションについては，料金を引き下
げます．

ご利用の多いオプションの例 現行 改定
孔版印刷，オフセット印刷の表紙オンデマンド
フルカラーオプション（50部，表紙片面の場
合）

＋4400円 ＋2750円

●料金額はいずれも10%税込．
●この引下げは，時期によって孔版・オフセットの多色刷り表紙が集中するため，ご利用の分散を図るために行いま
す．今後のご利用状況などにより変更することがあります．

●印刷済み表紙のお持ち込みについては，現在枚数(部数)
に応じた減算額としているところ，表紙の取扱いのコスト
を考慮し，「加算額または減算額」とします．
（部数が少ない場合は加算が大きくなり，一定部数以上は減算となりま
す．）
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一部セットプランの提供終了について

●一部セットプランは，サービスの整理のため，提供を終
了します．
●他のプランを使って，同じ仕様の本を作ることはできま
す．（料金は異なります．）

提供を終了するセットプラン 代替サービス
カラー表紙お手軽プラン エコエコワン（エコエコワン早期

割引）＋表紙フルカラーオプショ
ン

ミニまる，新クラフトセット エコエコワン，エコエコワン早期
割引，エコエコワン早期特典＋用
紙変更の用紙代

ファーストヴィンテージフェア キューティバードセット＋表紙用
紙差額＋遊び紙用紙代

デジまる・デジタロー
（※実質的に適用例なし）

オンデマンドお試しプラン（表紙
フルカラー）
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その他の変更等について

●オンデマンド白印刷について，「白同時（重なる部分なし）」「白
押さえ（白を先に印刷）」について，料金を同額とします．
●オフセット印刷で「同じ色を同じ面に繰り返し印刷する多色刷り」
について，インキ加算額の扱いに関する明確な規定がありませんでし
たが，今回の改定以降，別の色とみなしてインキ加算額を申し受けま
す．
●表紙オフセットフルカラーについては協力会社への発注により実施
していますが，ご利用件数が非常に少ないため，料金表への掲載を終
了します．
●オンデマンドの「おもしろオンデマンド祭り」などについては，
「オンデマンドお試しプラン」の基本額に連動して改定となります．
●各印刷方式の「ポストカードフェア」については，今回の改定では
料金を改定せず，現行と同じ料金で提供します．（ただし，紙原稿の
場合の加算額は適用します．）
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サービス内容の見直しと料金の改定に，お客さまのご理解をお
願いします．
あわせて，当社のお客さまの作品を手に取られる皆さまには，
当社のお客さまが印刷料金を作品の販売価格に適切に転嫁できる
よう，ご理解とご協力をお願いします．

●このお知らせは，2022年11月の料金改定の概要に加えて，当社のサービス提供の今後のあり方について，見通しをなる
べく早い段階でお示しするために作成したものです．今後の社会・経済の状況を予測することは困難なため，今回の改定よ
りも後の料金水準やサービスの内容は，今回のお知らせから異なる場合があります．当社は今回のお知らせの内容に拘束さ
れることなく，今後の社会・経済状況に合わせたサービス内容の改定を行うことがあります．
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