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プリントサービス

Plastic Card Print

IDカード・社員証

フルカラーカード

フルカラーカードフルカラーカード
両面フルカラーでこの価格を実現しました！

オリジナルデザインもご要望に合わせて作成いたします。

※イラストレーターでの入稿も可能です。

メンバーズカード 診察券

デザインもおまかせください！！デザインもおまかせください！！デザインもおまかせください！！

両面カラー
カード
本体価格

30枚～
100枚～
200枚～

＠700円/枚（税抜）

＠400円/枚（税抜）

＠300円/枚（税抜）

片面カラー
カード
本体価格

30枚～
100枚～
200枚～

＠490円/枚（税抜）

＠280円/枚（税抜）

＠210円/枚（税抜）

（税抜）+50円

（税抜）+500円

（税抜）+1,500円～

■再注文時文字修正

■写真入れ・・・・・

■地図作成・・・

・・1文字につき
（税抜）

紙原稿からデータへ書き起こす作業です。
仕上がりがより綺麗にできます。

デザインをこちらで提案いたします。
イメージをスタッフにお伝えください。

・・・・・・・・・・・+3,500円～

（税抜）・・・・・・・・・・・+5,000円～

■フルトレース

■完全オリジナルデザイン

価 格 表
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キレイ 丈 夫

安 い

データ入稿 OK!OK!OK!

※1枚当たりの価格です。

サイズ：W85.6×H54mm　厚さ：0.76mm　素材：PVC仕　様

option -オプション-

名刺の作成と同時に
こんなサービスはいかがですか？

社判・角印サービス （朱肉いらずの便利なスタンプインク）

あいさつ状作成

100枚　私製はがき代込

キンコーズのあいさつ状は、
テンプレートを豊富にご用意しております！

□4 行タイプ
社　

判

角
印

印面サイズ　19mm×56.9mm

□5 行タイプ
印面サイズ　23.7mm×67.1mm

□小タイプ
印面サイズ　17.9mm×17.9mm

IDカード・社員証

フルカラーカード

福岡市城南区片江5-5-14-3福大東門店 TEL. 092-834-7772
福岡市博多区博多駅前2-19-24
大博センタービル 1階博 多駅前店 TEL. 092-473-2677
福岡市博多区博多駅東2-5-28
博多偕成ビル 1階筑 紫 口 店 TEL. 092-414-3399
福岡市博多区博多駅中央街1-1
JR博多シティ アミュプラザ博多 地下1階博多駅地下店 TEL. 092-409-7711
福岡市博多区綱場町2-2
福岡第一ビル 1階呉 服 町 店 TEL. 092-283-1700
福岡市中央区今泉1-22-17
レソラサウステラス1階天 神 南 店 TEL. 092-722-4222
福岡市中央区大名2-12-12
赤坂産業ビル 1階赤 坂 店 TEL. 092-724-7177
福岡市中央区天神2-8-49
ヒューリック福岡 1階天神中央 店 TEL. 092-726-8118
広島市中区袋町4-25
明治安田生命広島ビル 1階広島本通 店 TEL. 082-546-2411
北九州市小倉北区堺町1-2-16
十八銀行第一生命共同ビル 1階小倉平和通店 TEL. 093-513-8166
長崎市尾上町1-1
アミュプラザ長崎 1階

アミュプラザ
長 崎 店 TEL. 095-818-2522

熊本市中央区花畑町9-6  1階熊本市役所前店 TEL. 096-359-8400
鹿児島市加治屋町15-9
大同生命鹿児島ビル 1階TEL. 099-216-8678鹿 児 島

加 治屋 町店

Kinko’sショップネットワーク

営業時間など店舗の詳しい情報はこちらから GAキンコーズ 検 索

5,600円（税抜）

4,620円（税抜）
5,040円（税抜）

2,980円（税抜）

3/24
OPEN!



カード
本体価格

追加印刷

カード
本体価格

追加印刷

追加料金
（1項目）

※可変項目は写真含む5項目
　まで設定できます。

追加料金

営業一課福岡 太一Taichi  Fukuoka10000338〒810-0041 福岡市中央区大名2-12-12
               

株式会社ジーエークレアス

Tel:092-724-7810 Fax:092-724-7809
赤坂産業ビル2F

秘書課

木村　美佳
Taichi  Fuk

uoka

10000338

営業一課

山田 光太郎
Koutarou Yamada

10000553

option -オプション-

バーコード印刷バーコード印刷 QRコード印刷QRコード印刷バーコード印刷 QRコード印刷

大切な個人情報もご安心ください！

完成！完成！完成！

キレイ 丈 夫

安 い

IDカード・社員証社員証IDカード・社員証 少部数（30枚）から、ご注文いただけます
顔写真  氏名  社員ID など個人データを 個別にプリント することができます。もちろん少部数の追加ご注文も承ります。

社員証 学生証 会員証 メンバーズカード 認定カード

オモテ

ウラ

画像データ

文字データ

社員番号や学生番号、会員番号な
どをバーコード化できます。
勤怠管理や会員情報管理、購買履
歴情報管理などに便利です。

【対応バーコード】
JAN8/JAN13/NW-7/Code39（1：2）
/Code39（1：3）/ITF/Code128
（A,B,C）

通常のバーコードよりも多くの情
報が入る二次元バーコードも作成
できます。携帯電話用のホーム
ページアドレスなどを入れるケー
スが増えています。 

【対応バーコード】
QRコード/PDF417/MicroPDF417/
Data Matrix/MaxiCode

StepStep 1 デザインを決める
デザインテンプレートも準備しております。 StepStep 2 個人データを準備

StepStep 3 個別にプリント
文字データはエクセルデータでOK! 個別に情報を差し替えて印刷！

　 表カラー + 裏白黒 印刷料金 ※1枚当たりの価格です。

　 表カラー + 裏カラー 印刷料金 ※1枚当たりの価格です。

30枚～
100枚～
200枚～

＠900円/枚（税抜）

＠700円/枚（税抜）

＠600円/枚（税抜）

1枚～
5枚～

＠2,000円/枚（税抜）

＠1,200円/枚（税抜）

30枚～
100枚～
200枚～

＠1,100円/枚（税抜）

＠900円/枚（税抜）

＠800円/枚（税抜）

可変項目追加料金（文字情報6項目～）オプション料金① ※1枚当たりの価格です。
※可変項目は、写真を含む5項目まで設定できますが、それを超える情報も設定することができます（別途オプション料金①加算）　※バーコードの印刷も可能です（別途オプション料金②加算）

30枚～
100枚～
200枚～

＠100円/枚（税抜）

＠80円/枚（税抜）

＠60円/枚（税抜）

バーコード・QRコード追加料金 ※1枚当たりの価格です。

30枚～
100枚～
200枚～

＠200円/枚（税抜）

＠100円/枚（税抜）

＠90円/枚（税抜）

1枚～
5枚～

＠2,000円/枚（税抜）

＠1,200円/枚（税抜）

カード
本体価格

追加印刷

　 片面（カラー・白黒） 印刷料金 ※1枚当たりの価格です。

30枚～
100枚～
200枚～

＠770円/枚（税抜）

＠630円/枚（税抜）

＠560円/枚（税抜）

1枚～
5枚～

＠1,400円/枚（税抜）

＠840円/枚（税抜）

初回作成費

別途オプション料金②が加算されます。 別途オプション料金②が加算されます。

一式  5,000円（税抜）

■顔写真・名前・社員IDなどの可変情報以外の部分は、背景として印刷しますので、ご注文
　いただいた数量全て共通のデザインとなります。 　
■版下（データ）の保存期間は一年間までとさせていただきます。追加のご注文をいただいた
　場合は、そこから一年間が版下（データ）の保存期間となります。

（株）ジーエークレアスはプライバシーマーク取得企業です。

初回ご注文の場合、基本設定データを
作成しますので初回のみ
「初回作成費」が別途加算されます。

オプション料金②

サイズ：W85.6×H54mm　厚さ：0.76mm　素材：PVC仕　様

顔写真 氏名 社員ID

最短

仕上
日後7

価 格 表

1

2

3




