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フライヤー・チラシ印刷
最短当日発送！

折り・孔開けなど、
様々な加工オプションが選べます！
ホログラムチラシ・ポスター

ポスター印刷

新聞型冊子印刷

角度によってキラキラ輝く
特別な仕上がりです！

1部からご注文いただけます！
B0・A0のビッグサイズも！

新聞のようにラフで印象的な
冊子を作れます。

名刺印刷

ポストカード印刷

クリアファイル印刷

ビジネス必須アイテム！最短当日
発送でお急ぎの時もお任せ。

特殊紙でより個性的なDMに。

半透明や箔押し(名入れ)など、
様々な仕様をご用意。

圧着はがき印刷

封筒印刷

資料印刷

DMに最適な圧着はがき。
A4サイズもございます。

サイズ・色を
豊富にご用意しております。

会議資料や教材に。
当日発送OK！

中綴じ冊子印刷
最短当日発送！
変型サイズで正方形冊子も！

折パンフレット印刷

無線綴じ冊子印刷

二つ折り、三つ折り、四つ折りと
バリエーション豊富！

表紙と本文で
別の紙を指定できます！

はがき代(1枚63円）込みの
お得な印刷パックです。

挨拶状印刷

輪転チラシ印刷

伝票印刷

封筒を含めた料金です。
宛名印刷もご用命ください。

大部数向けの
定番のチラシ印刷です！

名入れ伝票から
オリジナル伝票まで承ります。

官製はがき印刷

（年賀状、喪中はがき、暑中見舞い、残暑見舞い）

https://www.bestprints.biz/

※取り扱い商品、オプションは変動いたします。ご注文の前に、ウェブサイトの最新情報をご覧ください。
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初回お取引より法人様（資本金：有限会社300万円以上、株式会社1000 万円以上）、官公庁（公費払い）、
学校（校費払い）に限り請求書払いが可能です。必要事項をご記入の上、弊社まで FAXをお願い致します。
平日であれば最短 30 分で審査が完了します。面倒な謄本や決算書は不要です。
当日発送など、短納期に対応した商品を多数ご用意しております。オンデマンド商品なら、東京営業所にて店
頭受け取りも可能です。

オフセット・デジタル・オンデマンド印刷ともに、定期的に印刷機のメンテナンスを行っております。仕上がり
については、弊社基準内にて納品させていただいておりますので、ご安心ください。

付け合わせ印刷による効率アップ・コスト削減で実現した低価格。常に印刷通販市場の最安価格に挑んでい
ます。

1ヵ所送料無料 ( 北海道、沖縄は除く )
2ヵ所目からは、1ヵ所追加ごとに1,570 円の納得価格。

24時間いつでもご注文いただけます。ご入稿も深夜スタッフが対応中。
※日によって、メンテナンスなどで深夜対応休止の日がございます。WEB サイトにて最新情報をお確かめくだ
さい。
プロのオペレーターがチェックしますので、初めての方でも安心してご利用いただいております。データ不備の
場合、有料ですが弊社で対応することも可能でございます。
（対応できる範囲：塗り足し作成、特色削除、
トンボ・
サイズ調整）
土日祝もご注文・ご入稿受付中！
※商品によっては、土日祝を営業日カウントしないものがございます。

ビジネスシーンでよく使うマイクロソフトオフィス系のソフトでも、サイズ調整・塗り足し作成も片面1,100円か
らの変換手数料内で対応可能！PDF校正により、印刷前に画面上で仕上がりを確認できますのでご安心くだ
さい。［対応ソフト］Word・Excel・PowerPoint・Publisher
ご発注者様と納品先様が異なる場合、
ご依頼主（発注者）様の宛名で、
お届け（納品）先様に発送いたします。
発送は発注者様のご名義で行います。また、納品物には請求書・納品書など弊社（ベストプリント）と分か
るものが含まれることはございません。
デザイン制作サービス『デザインサポート』は、「印刷を注文したいけど、デザイン専門のソフトがない」「デ
ザイン専門のスタッフが在籍していない」場合など、お客様の代わりにベストプリントがデザイン制作や印刷デ
ータを作成するサービスです。
印刷通販で一番不安なのは、何より『質』ではないでしょうか。
『本機色校正』オプションをご利用いただくことで、
発色、品質に納得いただいた上で本印刷に入ることができます。

詳しくは弊社 WEB ページ「個人情報の取扱いについて」をご確認ください。ご同意いただけない場合は、大
変恐縮ですが下記へご連絡ください。
代表：03-5817-8343（個人情報の扱いについてお尋ねください）

ご注文について

ご注文フロー

ご注文からお手元に届くまでの流れ
1

ベストプリントウェブサイトからご注文
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後払い
払い
請求書払

代金引換

忙しいご担当者様でも、ご都
合の良い時間にご注文いただ
けます。

前払い
クレジット
カード決済

銀行振込

店頭支払

ご報告
メール

受付完了

お届け

ご入金
お手続

ご報告
メール

データチェック

お届け

4
ご報告
メール

印刷・加工

お届け

安心の

3 進捗ご報告メール

ご報告
メール
お届け

印刷の進捗状況は、必要に応
じたタイミングでご報告メー
ルをお送りします。

クレジットで

4 簡単・スピード決済

製版中もしくは印刷発送準備
中になりましたら、マイペー
ジに【クレジット決済はこち
ら】のアイコンが表示されま
すので、そちらから決済して
いただきます。

東京営業所

ご報告
メール

送
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ご
注
文
手
順

お届け

5 リアルショップで安心

店頭支払

発

初回注文から

2 請求書払い可能

事前に『請求書払い申請』を
行なっていただくことで、ご
注文月の翌月にまとめてお支
払いいただく『請求書払い』
でご注文いただけます。

データのご入稿

クレジット決済お手続

インターネットで24時間

1 いつでもご注文・ご入稿

ご
注
文

店頭受取

5

オンデマンド商品のみ、秋葉
原駅から徒歩圏内の東京営業
所にてお受け取りと店頭支払
が可能です。日時によっては
受け取り時にお支払いいただ
くことも可能です。

お届け
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会員登録

会員登録
ご
注
文

トップページ右上の『無料会員登録』
（オレンジ色のボ
タン）
をクリックします。

ご
注
文
手
順

必要事項をご記入いただき、
『入力内容の確認へ進む』

をクリックします。

確認画面で表示された内容とプライバシーポリシーを
ご覧いただき、問題なければ『上記に同意し登録する』
をクリックしてください。
※パスワードは登録時の確認メールに記載されません
ので忘れずにメモしておいてください。

登録完了すると、
ご記入いただいたメールアドレスへ
メンバー登録完了メールが送信されます。
ログインには、
メールに記載されたIDと、登録時にご記
入いただいたパスワードが必要になりますので、大切
に保管してください。
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ご注文方法

ご注文方法
ご
注
文

STEP 1
画面左側のメニューから、注文したい商品を選んでクリックして
ください。

オフセット印刷とオンデマンド印刷

同じ商品でも、印刷方法が異なると対応部数や価格が変わって

まいります。状況に応じて使い分けていただくことで、大幅にコ
ストダウンできる場合がございます。

オフセット印刷
大部数に適した印刷で、時間

オンデマンド印刷
短納期で出来るだけ早く印刷

をかけて印刷の品質にこだ

したいときや、少部数だけ印

印刷方法です。

印刷方法です。

わりたいときにおすすめの

ご
注
文
手
順

刷したいときにおすすめの

STEP 2
ご希望のサイズ、用紙、印刷色数、部数、納期の価格をクリックし
てください。
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ご注文方法

STEP 3
ご
注
文

商品の種類に応じて、対応しているオプションなどが表示さ
れます。
ご用意いただけるデータの種類をお選びください。
サイズをお選びください。変型サイズの場合は、希
望の仕上がりサイズをご入力ください。

ご
注
文
手
順

折り加工などオプションをお選びください。
オプションには『必須オプション』
と
『追加オプショ
ン』の2種類がございます。

『必須オプション』は全て項目選択をしていただき、
次の画面にお進みください。
お選びいただける項目は商品の種類によって異
なります。オプションについて、詳しくはP14をご参
照ください。

全て選択後、
「カートに追加」
を
クリックしてください
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ご注文方法

STEP 4
同じ仕様で複数ご注文の場合は『追加』をクリックしてくだ

さい。誤ってカートに入れてしまった場合は『削除』をク

ご
注
文

リックしてカートから削除することができます。

同時に注文したい商品が
他にもある

「買い物を続ける」
を
クリックしてください

表示された内容で
問題ない

「発注手続に進む」
を
クリックしてください

ご
注
文
手
順

STEP 5
基本情報
ご利用の作成ソフトとバージョンをお選びください。
また、データ入稿方法（P15参照）についてもこの画面でお選び
いただけます。

□塗り足しについて

チェックが入っている場合、塗り足し不足でも不備と見なし

ません。
「塗り足し」についてはP14をご参照ください。
□文字切れ・デザイン切れについて

チェックが入っている場合、文字やデザインが切れる恐れ
があっても不備と見なしません。

□データ保存サービス

弊社にて印刷用に変換されたデータを保存するサービスと
なります。データ保存サービスをご利用にならない場合は、
増刷注文がお受けできません。
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ご注文方法

STEP 6
ご
注
文

請求書払い
初回お取引より請求書払いがご利用いただけます。
請求書払いをご利用いただくには事前審査が必要です。
ご注文
の前に、サイト上から
『請求書払い申請』を行なってください。

代金引換
ご注文金額によって異なる手数料が発生いたします。

ご
注
文
手
順

Bポイントでお支払い
ご注文時、注文金額に応じて

Bポイントが貯まります。

次回のご注文で

1ポイント=1円として

ご利用いただけます。

ポイント使用時のご注意点

銀行振込み
当日発送のご注文は注文日の15時までに、1営業日以上のご注
文は注文日の翌日の15時までにご入金ください。

クレジットカード決済
弊社にてデータチェックが完了し次第『納期・お支払いについて』

というメールを送付いたしますので、案内にしたがってご決済手
続きをお願いいたします。

また、
クレジットカード情報はイオンクレジットサービス株式会
社様の管理となり、弊社では情報を一切保持しません。

ポイント率…ご注文商品金額の100円につき1ポイント

付与時期…商品発送後、
『使用可能ポイント』
として加算

NP掛け払い

有効期限 …『使用可能ポイント』になった月から2年間

法人・個人事業主の方を対象とした後払いサービスです。

次の場合はポイントが加算されませんのでご了承ください。

NP掛け払い 公式サイト https://np-kakebarai.com/buy/

・ご注文がキャンセルになった場合

店頭支払い

・別途見積もりフォームより、お見積りを依頼された商品
・注文内容を変更しなければならない場合
・ご入稿頂いたデータに不備があった場合

オンデマンド商品のみ、店頭にて現金でお支払いいただけます。
ご対応可能な日時が限られておりますため、必ず事前にご相談く
ださい。

STEP 7
発注者様にお届け
ご登録いただいた住所宛に発送いたします。

店頭引き渡し
オンデマンド商品のみ、東京営業所にてお受け取りいただけま
す。

その他送り先（1箇所）
ご登録いただいた住所以外に発送を希望される場合はこちらを
お選びください。

その他送り先（複数）
複数箇所へ分けて発送を希望される場合はこちらをお選びくだ
さい。
（分納費 +1,570円/1箇所につき）
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データ入稿方法

タアッ
STEP 8 デ ー
STEP
8プ
ご注文完了すると、注文番号が表示されます。
お問い合わせの際にはこの注文番号が必要となります。
注文が完了しましたら、
ご入稿を行なってください。

ご
注
文

（ご用意いただいた印刷用データを弊社へお送りいただく
ことを『入稿』
と言います）
データ入稿方法については、P15をご参照ください。

ご入稿いただいたデータのチェックが完了し次第、不備の有無
についてご連絡させていただきます。弊社からのご連絡をお待
ちください。

ご
注
文
手
順

マイページからのデータ入稿
注文直後にデータが用意できていなかった場合や、不備での再
入稿・データ差し替えを希望される場合などは、マイページから
入稿（または再入稿）を行ってください。
マイページにログイン後『入稿フォーム』
をクリックしてください。

1 『ご注文番号の選択』より、入稿したい注文番号をお選びく
ださい。

2 『入稿ファイルの選択』より、入稿するデータをお選びくだ
さい。

『補足事項の入力』へご
3 必要な指示などございましたら、
記載ください。

「ファイルを送信する」ボタンをクリッ
4 内容をご確認のうえ、
クしてください。

入稿完了
※お客様都合によるデータ差し替えは、進行状況によっては対応
できない場合がございますため、事前にお問い合わせください。

11

オプション

配送について

印刷前のチェックや印刷後の加工など、用途に応じて様々なオプ

価格表に表示されている料金は、税込・1箇所への送料込み（

プションの種類によって異なります。

『50,000部以上のご注文で、離島への発送』など大部数で遠方

ションをお選びいただけます。オプション料金・加算営業日はオ

■簡易校正・本機色校正

印刷の仕上がりを事前にご確認いただけるオプシ
ョンです。校正オプションを利用される場合、校
正をお客様にお届けし、お客様のご確認をいただ
いてからの営業日カウントが始まります。

■オフィスデータ変換

Microsoftのワード、エクセル、パワーポイントで

※北海道・沖縄は除く）となります。

へ納品の場合は別途送料が発生する場合がございます。事前に
ご相談ください。

また、配送にも様々なオプションがございます。用途に合わせ
てご活用ください。

■分納

ご注文いただいた印刷物を複数箇所に分けて納品いたします。
追加料金…1箇所追加毎に1,570円

作成したデータを、そのまま入稿していただけま

■お届け日の指定

ますので、思いもよらないエラーや色味違いなど

前の日を指定することはできません）。

す。進行する前に印刷イメージをご確認いただけ
も防げます。

■デザインサポート

お客様の要望をもとに、デザイン制作や印刷デー

状況に応じて可能な限り対応いたします（通常の納品日よりも

■お届け時間の指定

お届け時間の指定は承っておりません。

タ制作・修正を弊社で行うオプションです。

■配送業者をヤマト運輸に指定

アプリケーションをお持ちでない方におすすめの

佐川急便など商品や状況によって異なります。配送業者を指定

フォトショップやイラストレーターなど専門的な
サービスです。

■折り加工

印刷後、様々な形に折って納品いたします。

パンフレットや封入DMとして活用される際に便利です。

通常、オフセット商品の配送業者は、日本郵便・ヤマト運輸・
する場合、別途料金が発生いたします。確実にヤマト運輸様で
の配送を希望される方は、このオプションをお選びください。
(※ヤマト運輸様をご指定の場合、沖縄への配送はできません)

■海外発送

一部の商品は、都度お見積もりにて海外発送を承ります。

お届けの目安
…発送日から1日後にお届け
…発送日から1〜3日後にお届け
…発送日から3日以上後にお届け
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データ入稿方法
データ入稿方法
ご用意いただいた印刷用データを弊社へお送りいただくことを『入稿』といいます。2種類の入稿方法から、お客様のご都合のよろしい
方法でご入稿ください。

入稿データの準備

弊社のデータ入稿専用のサーバに、WEBを介して印刷用データを
アップロードしていただく方法です。マイページから簡単操作で
お手続きいただけます。

『印刷用データ(完全データ)』
と
『出力見本』を1ファイ
ルに圧縮して入稿（送信）
してください。
完全データとは？

印刷用データを保存したメディア（CD-RやDVD、USBなど）を郵
送で弊社にお送りいただく方法です。
※対応していない商品もございます。

『不備のないデータ』『そのまま印刷工程へ進行できるデー
タ』など、弊社で手を加えることのないデータを完全データと

呼んでいます。サイズ変更やテンプレートへの配置など、デー
タに手を加える作業が発生する場合は、商品金額とは別に修正

※メディアの返却はいたしません。

費・および修正日数が加算されます。

出力見本とは？
印刷データをJPGで保存したもの、または印刷データを開いた状

メール入稿は承っておりません。

態のスクリーンショットを『出力見本』といいます。

ファイル名は『20200000-0000-mihon.jpg』など、出力見本であ
ることがわかるファイル名にしてください。

入稿時の
ファイル名

ファイル名は半角英数を使用し、なるべく注文番号を入れてください。

例）『20200000-0000-chirashi.zip』

機種依存文字や特殊な記号¥(円マーク)、ʼ ”(クォーテーション)、/(スラッシュ)、\(バックスラッシュ)、.(ピリオド)などは
使用しないでください。

完全データの入稿が完了し、かつご注文内容の確認が取れた日が受付日となります。

『7営業日コース』でご注文いただいた場合、受付日から7営業日後が納期（商品発送日）となります。
※商品の種類によっては土日祝を営業日としてカウントしない商品もございます。

7営業日

受付日

1営業日

2営業日

3営業日

4営業日

5営業日

6営業日

6営業日

受付日

1営業日

2営業日

3営業日

4営業日

5営業日

6営業日
発送日

5営業日

受付日

1営業日

2営業日

3営業日

4営業日

5営業日
発送日

4営業日

受付日

1営業日

2営業日

3営業日

4営業日
発送日

3営業日

受付日

1営業日

2営業日

3営業日
発送日

2営業日

受付日

1営業日

2営業日
発送日

受付日

1営業日
発送日

1営業日
当日発送

受付日
発送日

7営業日
発送日

ご入稿締め切りは23時59分まで

※23時59分までに完全データをお送りいただければ翌
日から営業日カウントが始まります。

※商品の種類や注文営業日によっては、入稿締め切り時
刻が異なりますのでご注意ください。

こんなときは納期が
遅れる場合があります
その他、天候や交通事情によってはお届けにお時間をいただく場合がございます。
ご注文・ご入稿はなるべく余裕を持ってご手配ください。
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データ作成の前に
印刷について押さえておきたいポイント

印 刷・DTPに関する基 礎 知 識
RGBカラーとCMYKカラー

は、必ず仕上がり位置から内側3mm以内へデザインを行っ

RGBはディスプレイなど発光させて表示する方式です。

「Red」
「Green」
「Blue」の3光源で構成され、
この3つの光を
重ねると白色になります。

てください。

天地

CMYKは主に印刷、カラープリンタなどに使用される方式

用紙を正面に見て、上側が「天（てん）」、下側が「地（ち）」で

成され、混色していくと黒色になります。

両面印刷の際、表裏のデザインの向きが同じ場合は、天地

です。
「Cyan」
「Magenta」
「Yellow」
「K（Black）」の4色で構

RGB

指示は不要です。
ですが、片面が縦向き・片面が横向きの場

合、データの向きを揃える
（下図①）か、
もしくは別途天地指

CMYK
R
G

C
B

す。天と天・地と地が表裏で合うように印刷を行います。

M

Y

+

示を入れる
（下図②）必要があります。
K

RGBとCMYKの大きな違いは、表現方法が根本的に異なっ

折り加工が入る場合など、天地指示に誤りがあると仕上が

りがイメージと異なってしまうため、注意が必要です。
表裏でデザインの
向きが異なる場合

ているため表現できる色域が異なるという点です。デジカ

2

メで撮影した鮮やかな色のRGBの写真画像を、印刷するた

めにCMYKに変換すると、CMYKが表現できる最も近い色に

トンボと塗り足し
仕上がり位置を指定する時に用いる印を「トンボ」
といいま

天

天

地

地

天
天

置き換わり、結果としてRGBでしか表現できない鮮やかな
色彩は くすんだ色になってしまう場合があります。

1

地

地

折り加工
折りの形状や表裏の天地等の関係によって、様々な折りの

指示が必要になります。
「二つ折り」であれば表裏、
「Z折り」

す。印刷は大きな用紙にまとめて印刷した後、
トンボで示さ

では表紙位置の指定などです。

仕上がり位置までのデータの場合、断裁の際にほんの僅か

む加工です。面を均等にした状態では、加工の際に紙の厚

れた仕上がり位置で断裁し仕上げます。

なズレが生じただけで、印刷がされていない用紙の色（白
地）が出てしまう可能性があります。それを避けるため、仕

特に注意が必要なのは、
「巻き三ツ折り」など、内側に折り込

みによりズレが生じ、内側に折り込んだ面の端が折れてし

まいます。
ズレを防ぐために、内側に折り込む面は他の面よ

上りサイズの外側まで3mm程余分に色や写真の幅を広げ

りも3mm程度短く作成する必要があります。

ます。

いか確認が必要です。

ておく必要があります。
これを「塗り足し
（ぬりたし）」
といい

・仕上がり位置
・塗り足し
・トンボ

また、両面印刷の場合、表裏の関係と面の分割にズレがな

フォント
データ上で打ち込んだままの文字は、同じフォント
（書体）
が使用できる環境ではない場合には、異なるフォントで出

力されてしまいます。また、同じフォントが使用できる環境

であっても、文字間隔の情報が反映されない等の不具合が
塗り足しと同様に、断裁時のズレが内側へ起きてしまう可

能性があります。文字等の切れてはいけないオブジェクト
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起こる可能性があります。

全ての文字は、
アウトライン化もしくはフォントの埋め込み

の処理を行う必要があります。

印刷の種類
一般的に用いられているオフセット印刷に対し、オンデマンド・デジタル印刷は1部の小ロット印刷から対応できるよう開発

された印刷方式です。現在は技術も進み、オフセット印刷とほとんど変わりがない仕上がりでご利用いただけます。

オフセット印刷

オンデマンド印刷

デジタル印刷

メリット
大部数の印刷に向いています。写真や
文字が精細かつ綺麗に印刷できるた
め、品質にこだわりたい場合に適して
います。

メリット
刷版の工程がないため、低価格・短納
期での印刷が可能です。また弊社で
は、店頭でもお受取りいただけます（一
部商品を除く）
。

メリット
UVインクジェットによる直接印字方式
のため、特殊な用紙でもコントラストを
保ったままでの印刷が可能です。

デメリット
製版作業による版代が発生するため、
少部数の印刷はコストがかかってしま
い不向きです。

デメリット
小さな文字や細い罫線、広い面積にベ
タやアミ
（ドット）、
グラデーションを使
用したデザインはやや不向きです。

デメリット
広い面積で単色ベタ印刷を行う場合、
ムラが現れる可能性があります。

用紙の種類
主に使用されている用紙は「コート紙」
と
「マット紙」、
「上質紙」の3種類です。他にもそれぞれ異なった特徴を持つ特殊紙な

ど、様々な用紙に印刷が可能です。デザインや用途に合わせて紙を使い分けることで、
より幅広い表現が可能になります。

コート

光沢

筆記

表面にコート材を塗布して滑らかにし
た、光沢のある紙です。安価で、写真な
どがきれいに仕上がります。

マットコート

光沢

筆記

コート紙と比べ、光沢が抑えられた紙
です。
しっとりとした落ち着いた仕上が
りになります。

上質紙

光沢

筆記

一般的にコピー用紙として使われてい
る紙です。表面に加工をしていないの
で、
ざらざらとしています。

データ作成のチェックポイント
作成サイズ
サイズはあっていますか？
塗り足しは作成されていますか？

折りなどの加工位置について、ガ
イドラインを作成もしくは確認用
データに記載していますか？

文字・デザイン切れ

注文内容と確認

仕上がりより3mm以内に切れては
いけない文字やデザインはありま
せんか？

＋

加工指示

アプリケーション別チェックポイント

Illustrator

文字のアウトライン化はされてていますか？

画像データは正しくリンクまたは埋め込みがされて

いますか？

Photoshop

レイヤーはすべて結合されていますか？
画像解像度は350dpi以上ありますか？

PRINT

ORDER

色数やページ数など、注文内容と
相違はありませんか？

ご注意点
プロセスカラー（CMYK）印刷となっておりますため、特色指定さ
れたオブジェクトは弊社にて任意にCMYK変換させて頂きます。
お客様があらかじめ画質等のチェックをしている事を前提に、基
本的に画質のチェックは行っておりません。
天地指示がない場合、弊社規定の天地関係に基づいて進行い
たします。
仕上がり線はデザインとみなし印刷工程を進めます。
誤字・脱字や画質、その他デザインに関するものについては弊
社データチェック項目外となります。
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https://www.bestprints.biz/

印刷通販ベストプリント（株式会社 五色）
東京営業所

〒110-0016 東京都台東区台東2-9-1-1F
A4 中綴じ冊子(長辺綴じ) コート 90kg 16 ページ

※掲載内容は2020年7月現在のものです。
ご注文の前に、
ウェブサイトの最新情報をご覧ください。
2020.07

