
大阪市住吉区長居3-2-23 グレイスコート長居602 

TEL ： 06-6654-8010  

Mail ： hayashi@pcsacra.com 

ホームページ ： pcsacra.com 

ぴ ー . し ぃ  さ く ら 

design service 

住吉区・阿倍野区・東住吉区など近隣地区限定 

過去1年以内に当パソコン教室を受講された方は、基本料金を半額にさせていただきます。 



基本料金 +印刷料金がかかります ※出張打合せ・校正は、要出張料。教室から往復30分以内1000円、往復45分以内1500円。
  

種別 料金（税込） ご注意と目安料金など 

基本作成料金＊打合せ1回・校正3回＊ 
【片面・300字以内・写真、素材挿入なし】 

※1色デザインは、基本作成料金最大50％OFF 

ハガキサイズまで 3,000円 

A4サイズまで 5,000円 

IllustratorやWord・Excel・PowerPoint等で作成。データは、作っ
たそのままやお客様の環境に応じてPDF等に変換してお渡しす
る事が出来ます。 校正4回目～は、2,000円、2案目作成は別途。  

丸投げ料金 5,000円/片面 ラフ原稿やデザイン指示書をご用意いただけない場合は加算。 

フィニッシュワーク・入稿作業 1,000円/片面ごと 
※プリンターでの印刷でなく、印刷屋さんに依頼する場合には、

1回入稿するごとに必要になります。 

種別 料金（税込） 種別 料金（税込） 

写真・素材（イラスト）の挿入 
【お持込み写真（明るさや色調を若干調整）や無料 
の写真や素材を貼り付けるのにも必要になります】 

200円/1点ごと 追加ページ（裏面）作成 
【300字以内・写真、素材等挿入なし】 

ハガキサイズまで 

500円～1,000円 
A4サイズまで 

1,000円～3,000円 テキスト追加（文字入力） 2円/1文字ごと 

見出しやマーク・文書の作成 
（装飾した文字）      （コピー） 

100円～/1か所ごと 折デザイン 1,000円/1折ごと 

種別 料金（税込） ご注意と目安料金など 

ロゴ作成 お見積りします 
トレースだけ500円～・文字だけ1,000円～・モチーフ入3,000円～など 
※再利用が出来るjpeg・pngなどの画像データをお渡し可能。 

略地図・イラスト作成 お見積りします 
略地図1000円～・QRコード500円～・キャラ制作3,000円～など 
※再利用が出来るjpeg・pngなどの画像データをお渡し可能。 

写真修正・切り抜き・合成など お見積りします 
例：ほくろやシミを取りたい（ピンポイント修正）：1か所200円～ 
写り込みを消してほしい・商品だけを切り抜いてほしい：500円～ 
合成してほしい1か所1,000円～など ※加工できない写真もあります。 

改 版 【文字修正200文字以内のみ】 500円～/片面 
写真・素材の入替、挿入は1点に付き＋200円、200文字以上は1文字2
円、レイアウト変更（紙面の50％まで）500円～5,000円 

追加料金 ※A4サイズ以上や冊子（ページ物）・変形商品は別途お見積りいたします。  
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インクジェットプリンター（カラー） 料金（税込） サイズ レーザープリンター（モノクロ） 料金（税込） サイズ 

普通紙 10円/1枚 A4片面まで 普通紙 10円/1枚 A4片面まで 

インクジェット紙 30円～/1枚 A4片面まで 特別紙 30円～/1枚 A4片面まで 

厚口インクジェット紙・光沢紙 50円～/1枚 A4片面まで プリンター共通 料金（税込） サイズ 

A3サイズ普通紙 30円～/1枚 A4～A3 名刺・ラベルシールなど 70円～/1枚 A4片面まで 

A3サイズインクジェット紙 60円～/1枚 A4～A3 
ハガキ・封筒など 

 ※ハガキ・封筒など代は別途 
10円～/1枚 A4相当まで 

※両面印刷は、A4までは＋10円、A4より大きいものは＋20円、用紙や配色によっては両面印刷ができない場合もあります。 

プリンター印刷・その他制作料金  
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品 名 料金（税込） サイズ ご注意や追加料金について 

Officeデータ作成（簡単） 500円～/1枚 A4片面まで ワード・エクセル・パワーポイントで作成。300字以内・写真・イラストなどの素材
挿入なし。指示が完全な原稿をいただくか、もしくはWEB上の定型文を参考にし

ての作成しますので、デザイン性のないものになります。文字量が多いもの写
真・などを入れる場合は追加料金が必要です。 

Officeデータ作成 
（数式や名刺・イラスト入り） 

1000円～/1枚 A4片面まで 

品 名 料金（税込） 品 名 料金（税込） 

ムービーメーカーでの動画作成・編集 100円～/１分 

エンコード（動画圧縮やデータの変換） 
※編集した動画をDVDに収めたり、YouTubeやTVで見られるようにす
るのに必要になります。 
※DVDに不良があった場合は、1度だけ焼き直しさせて頂きます。 

100円/１分 

DVD・CDのダビング 100円/1枚 DVD・CDラベル貼付 50円/1枚 

パワーポイントのアニメーション作成 500円～/１分 DVDメニュー画面の作成 1,000円～ 

 校正1回のみ。データお渡し可。印刷代別途。必要なら見本1枚だけプリントアウトしてお渡しします。 
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デザイン指示書                                      様 

作成したい物 
名刺 ・ ハガキ、ポストカード ・ 案内、チラシ〔サイズ：A6 ・ A5 ・ A4 ・ 他   〕 

封筒〔サイズ：     〕 ・ カード、ラベル〔サイズ：     〕 ・ その他（ ） 

部数 （        ）部 

配布方法 手渡し ・ 街頭配り ・ ポスティング ・ 折込 ・ その他（ ） 

期間 

主なターゲット 
女性 ・ 男性 ・ （     ）歳～（     ）歳  

その他※なるべく具体的に（ ） 

ラフデザイン（見本を貼り付けたり、別紙にてご提出していただいてもOKです！）⇒ 

タイトル 

サブタイトル 
（キャッチコピー） 

内容 

ご要望や 
デザインイメージ 

写真 持込・撮影・スキャン ロゴ 有 ・ 無 

写真加工・修正 有 ・ 無 地図 有 ・ 無 

イラスト 持込・無料素材 マーク類 有 ・ 無 
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良い広告にするための広告知識 

ポスティングは、大阪市住吉区・阿倍野区・東住吉区・住之江区・堺市北区
であれば、作楽でも代行いたします（1部/5円～※エリア・戸建指定可） 

 広告は、お客様のためのものです。お客様にどれだけ有益な情報を提供できるのか？が、広告を

読んでもらい、さらには反響として帰ってくる、“良い広告”になり得るのです。 

まずは、「誰に、何を伝えるのか？」ターゲットと目的をはっきりさせましょう。その上で、いつ（いつまで）、どこ

（配布エリア等）で、どのような媒体（配布方法）で、お客様の手に届けるべきなのかを決めます。 

 広告の反響率は0.01～0.5％です。（1000枚配って1件有るか無いかです！） 

やり方次第では、0になることも1％以上を獲得することもあります。 

 大阪市の新聞折り込み代金は、A4で2.8円（税別）・B4で3.1円（税別）です。 

ポスティング料金も同等程度～です。新聞の折り込みチラシは新聞への信頼度が高いので、反響率もいいのですが、購読者が

減っており、特に若年世代の30代で25％以下40代で40％程度と言われています。 

 広告は繰り返す必要があります。どんな媒体でも少しずつ内容を変えて、3回はリピートしましょう。 

期間や先着●名様！と 
期限を設ける事で、 

「後で」でなく「今すぐ問
合せを！」とすぐに行動
してもらう為の理由付け
が出来ます。 
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タイトル 

サブタイトル 
（キャッチコピー） 

内容 

ご要望や 
デザインイメージ 

良い広告にするための原稿の書き方 

写真やイラスト 

キャッチコピーと同じくらいお客様の心をとらえるものです。お客様に
“信頼感を感じさせる”ものや“夢を持たせる”ものをご用意ください。 
ターゲット層の好み 
お客様に好評なものやお客様の好きなものは、ご存じなはず！ 
現在の顧客の好みが、けっこうな割合で新規客の好みでもあります。 

ボディコピー(本文) 

お客様を説得する文です。商品のメリットや優位性、その証拠、
あなたの商品を選ぶ理由などを、あますことなく伝えます。 
オファー 

お客様への「お得な約束」、無料体験や割引、特典、プレゼント、
サポートなどのことです。  
レスポンスデバイス（連絡先） 
電話・メール・FAX・住所・地図などお問い合せ（申込み）の手段。 

キャッチコピー 
チラシやDMを見るか、捨てるかの判断場所になります。 

お客様の心を一瞬でとらえる為に、お客様が無視できない情
報を出来る限り大きく表示します。 
リードコピー・サブキャッチ 

キャッチコピーの補足説明。お客様の興味を膨らませる為、
お客様にどれだけ良いことがあるのか！を簡潔に伝えます。 

広告に、難しい言葉は要りません。自分達だけがわかる言葉も要りません。また上手な文章も要りません。

短く・具体的に書くことが大切です。さらに自慢話は、絶対に要りません。お客様の為になる情報を余さず

書いているか？疑問や不安をクリアできているか？それらをしっかり意識して原稿をご用意ください。 



ラフ原稿例  
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箇条書きでも 

OK！ 

上手に描けなくても

OK！ 



新規・作成事例 （印刷代・入稿作業費除く）  ※金額は全て税込です。 
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名刺（両面）2名分 7,200円 

基本作成料金 3000円 

裏面 500円 

二人目の作成（片面） 500円 

ロゴ作成 3000円 

素材1点挿入 200円 

チラシ（A4・片面） 14,372円 

基本作成料金 5000円 ロゴトレースと再現 2000円 

追加文字入力 972円 写真5点挿入 1000円 

キャッチコピー 500円 人物切り抜き2か所 1000円 

マーク・装飾 900円 略地図作成 3000円 

業者発注 
料金の目安 
（1週間納期） 
※2016年 

4月調べ 

ハガキ・500部・片面 2,660円 A4・1000部・片面 4,060円 

印刷代（4色・標準紙） 1660円 印刷代（4色・標準紙） 2060円 

入稿作業費 1000円 入稿作業費 2000円 

ショップカード 
（はがき・片面） 

8,100円 

基本作成料金 3000円 

ロゴ作成 3000円 

QRコード作成 500円 

写真6点・ 
素材2点挿入 

1600円 



過去に他社にて印刷の商品を復元した・作成事例 
（印刷代・入稿作業費除く）  ※金額は全て税込です。   
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名刺（片面）5名分 5,400円 

基本作成料金 3000円 

社員4名分の作成（片面） 2000円 

ロゴ貼り付け 400円 
チラシ（A4・片面）地域別3種作成 3,672円 

基本作成料金※1色のため50％OFF 2500円 

追加86文字入力 172円 

2種類の地域違い、追加版を作成 1000円 
業者発注 
料金の目安 
（1週間納期） 
※2016年 

4月調べ 

名刺・200部・片面 2,050円 A4・1万部・片面 13,350円 

印刷代（4色・標準紙） 1050円 印刷代（4色・標準紙） 12350円 

入稿作業費 1000円 入稿作業費 1000円 



箇条書きでも 

OK！ 

ラフ原稿例  

上手に描けなくても 

OK！ 

2018/1/18 P.C作楽 10 


