
※プレスはオーダーシートに記載された内容で進めさせて頂きます。

※□は、■のように分かりやすく塗りつぶして下さい。※オーダーシートの提出をもって、発注とさせて頂きます。※発注内容が複数タイトルの場合、オーダーシートもタイトル分ご用意下さい。

　２０　　　年　　　　月　　　　日

□その他 会社名： 担当者名：

    TEL：

　 住所：

□その他 会社名： 担当者名：

    TEL：

　 住所：

弊社使用欄

通関

工場 マスター レーベル ジャケット オーダー 申請 ディスク着 印刷物着 仕上 Ｓ Ｎ

ご入金日 予備

２０　   　年　　　　月　　　　日

□希望納品日以前の納品も可

/ 銀行振込　　　・　　　代引

〒

□ご依頼者宛

署名捺印

送り主

□ご請求書送付先 〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（捺印　　　　　　　　　）

株式会社イメージ・ジャパンにプレスを発注するにあたり、別紙チェックシートの内容及び免責事項を確認し、同意します。

プレス アッセンブル 出荷

□ご依頼者

□イメージ・ジャパン

ご留意点

希望納品日
※納品予定回答

弊社記入欄

納品先

□ご請求書送付先

　□　ノーマルサイズ　（内径46ｍｍ～外径116ｍｍ）

※テンプレートは、当社ＨＰよりダウンロードしたものをご使用下さい。

（白＋3色まで使用できます）

マスターデータ
納入予定日

印刷物納入予定日２０　 　　年　　　　月　　　　日 　２０　　　年　　　　月　　　　日

□フロントジャケット（□２P[ペラ]　/　□４P）（表　　　　色/裏　　　色）　□その他

　□ジュエルケース（10mm）印刷物

（盤面全体に白の下地を塗ります）

□白ベタなし
（盤面は銀盤のままです）

　　※ＤＩＣカラー番号の指定がない場合は、こちらで近い色を指定させて頂いております。ご了承下さい。

　白（□あり　/　□なし）　+　ＤＩＣ No.　　　　　+　ＤＩＣ No.　　　　  + ＤＩＣ No.　  　　 (白＋3色まで印刷可能）

（デザインに銀盤が見える箇所あり）

□変形抜きなし
（デザインに銀盤が見える箇所なし）

レーベル印刷サイズ
　□　スーパーワイドサイズ　（内径23ｍｍ～外径116ｍｍ）

□オフセット印刷
（フルカラーに対応できます）

□シルク印刷

□音楽　□映像　□データ　（※内容を具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□完全編集済CＤ－Ｒ（ディスクアットワンス形式）　　□弊社にてマスター作成

□CＤ－Audio　□CＤ－ＲＯＭ　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□変形抜きあり

□無　　　□CD-ROMベーシック(Winのみ）　　□CD-ROMハイブリッド（Win＆Mac）　　□その他

□12cmCD（標準サイズ）　 【700MB】　  　□8ｃｍCＤ【180MB】

□白ベタあり

※ディスク裏面中央部分に刻印される文字です。
【英数字】  (例：IMAGEJAPAN-001)品番

□国内プレス　□海外プレス

□新規タイトル　□以前と同タイトル

タイトル名

枚オーダー内容

〒

ＦＡＸ

Ｅ－ｍａｉｌ

枚数
□検証用プレス版ディスク作成を希望する　※＋6営業日

□ご請求書送付先

ＴＥＬ

携帯電話

ご住所

株式会社イメージ・ジャパン　CDプレスオーダーシート

□ご注文ありがとうございます。　お客様担当は　　　　　　　　　　　　　　です。

　　　　　　　　　　TEL:03-3543-0303   FAX返信先：03-3543-0304

御社名 ご氏名

20　　　年　　　月　　　日

　　□現物支給

　　□無し

コピープロテクト

　□スリムケース（5mm）

　□トールケース

　□その他

□フロントジャケット（表　　　　色/裏　　　色）　

□フロントジャケット（□２P[ペラ]　/　□４P）（表　　　色/裏　　　色）　　その他

□バックインレイ（表　　　色/裏　　　色）　その他

□オビ（表　　　色/裏　　　色）　その他

コンテンツ内容

メディアタイプ

フォーマット

　　□データ支給

シルク印刷の場合ご指定下さい

　パッケージ

シルク色番号

レーベル印刷

支給マスター

【包装タイプ】　　　□包装無　　□シュリンク包装　　□キャラメル包装　　□ＯＰＰ袋包装

□紙ジャケットケース　（□フタ有）

□ポスタルウィンドウ　（丸窓付白封筒）

□不織布　（ □A/ﾌﾀ無　□B/ﾌﾀ有　□C/貼付用 ）

□バルク（ディスクのみ）

□トールケース （色：□白　□透明　□黒）※アマレータイプ

□その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□5ｍｍスリムケース　（□レーベル面を逆側にセット）

□10ｍｍジュエルケース　（トレイ色：□白　□透明）



※プレスはオーダーシートに記載された内容で進めさせて頂きます。

※□は、■のように分かりやすく塗りつぶして下さい。※オーダーシートの提出をもって、発注とさせて頂きます。※発注内容が複数タイトルの場合、オーダーシートもタイトル分ご用意下さい。

　２０　　　年　　　　月　　　　日

■その他 会社名： 担当者名：

    TEL：

　 住所：

□その他 会社名： 担当者名：

    TEL：

　 住所：

弊社使用欄

通関

工場 マスター レーベル ジャケット オーダー 申請 ディスク着 印刷物着 仕上 Ｓ Ｎ

ご入金日 予備

以上に同意し発注します。　　　　　　署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（捺印　　　　　　　　　）

署名捺印

　株式会社イメージ・ジャパンにプレスを発注するにあたってプレスの内容及び印刷物の内容に関する著作権は、著作権所有者より

　許諾を得ていてることを確約いたします。また複製物製造に関しても著作権所有者より許諾を得ていることを確約いたします。

　送り主

□ご請求書送付先

■ご依頼者宛

□イメージ・ジャパン

ご留意点

〒

　希望納品日

株式会社イメージ 営業企画部　○○○○

※納品予定回答

弊社記入欄

□ご依頼者宛

　２０　　　年　　　　月　　　　日

２０　０７　年　７　月　２３日

■希望納品日以前の納品も可

０３－XXXX-XXXX

〒　１００－XXXX 　東京都渋谷区XXX

■オフセット印刷

　　※ＤＩＣカラー番号の指定がない場合は、こちらで近い色を指定させて頂いております。ご了承下さい。

　白（□あり　/　□なし）　+　ＤＩＣ No.　　　　　+　ＤＩＣ No.　　　　  + ＤＩＣ No.　  　　 (白＋3色まで印刷可能）

（デザインに銀盤が見える箇所あり）

■変形抜きなし
（デザインに銀盤が見える箇所なし）

レーベル印刷サイズ
　■　スーパーワイドサイズ　（内径23ｍｍ～外径116ｍｍ）

　□　ノーマルサイズ　（内径46ｍｍ～外径116ｍｍ）

■白ベタあり
（盤面全体に白の下地を塗ります）

□白ベタなし
（盤面は銀盤のままです）

０４３－４２４－８２０６

info@imagejapan.com090-XXXX-XXXX

店頭プロモーションCD　『IMAGE 』　 □国内プレス　■海外プレス

■新規タイトル　□以前と同タイトル

千葉県四街道市大日８１８－６〒284-0001

　シルク印刷の場合ご指定下さい

■無　　　□プロテクトCD　（WINMAC　　　□ＡLPHA-DPS　　□その他

枚

※ディスク裏面中央部分に刻印される文字です。
【英数字】  (例：IMAGEJAPAN-001)　品番

（フルカラーに対応できます）

□シルク印刷

■音楽　□映像　□データ　（※内容を具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■完全編集済CＤ－Ｒ（ディスクアットワンス形式）　　□弊社にてマスター作成

■CＤ－Audio　□CＤ－ＲＯＭ　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　タイトル名

支給マスター

メディアタイプ

フォーマット

1000

　シルク色番号

IMAGE_PR-01

□変形抜きあり

※テンプレートは、当社ＨＰよりダウンロードしたものをご使用下さい。

　レーベル印刷

■12cmCD（標準サイズ）　 【700MB】　  　□8ｃｍCＤ【180MB】

（白＋3色まで使用できます）

コピープロテクト

コンテンツ内容

ＦＡＸ

Ｅ－ｍａｉｌ

　オーダー内容 枚数
□サンプルを希望する　※＋5営業日

　■ご請求書送付先

　ＴＥＬ

　携帯電話

　ご住所

０４３－４２４－８２０３

株式会社イメージ・ジャパン　CDプレスオーダーシート

□ご注文ありがとうございます。　お客様担当は　　　　　　　　　　　　　　です。

　　　　　　　　　　TEL:043-424-8203   FAX返信先：043-424-8206

　御社名 株式会社イメージ・ジャパン イメージ　太郎ご氏名

20　　　年　　　月　　　日

□フロントジャケット（□２P[ペラ]　/　□４P）（表　　　　色/裏　　　色）　□その他

■フロントジャケット（表　4　　色/裏　0　　色）

□バルク（ディスクのみ）

□不織布　（ □A/ﾌﾀ無　□B/ﾌﾀ有　□C/貼付用 ）

□ポスタルウィンドウ　（丸窓付白封筒）

□紙ジャケットケース　（□フタ有）

□5ｍｍスリムケース　（□レーベル面を逆側にセット）

□10ｍｍジュエルケース　（トレイ色：□白　□透明）

■トールケース （色：■白　□透明　□黒）※アマレータイプ

□その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　■トールケース

【色校正】　　■希望しない　□希望する　　　※色校正希望の場合、納期と料金が追加されます。

/ 銀行振込　　　・　　　代引

マスターデータ
納入予定日

印刷物納入予定日２０　０７　年　７　月　７　日

　パッケージ

【包装タイプ】　　　□包装無　　■シュリンク包装　　□キャラメル包装　　□ＯＰＰ袋包装

　印刷物 　□ジュエルケース（10mm）

□フロントジャケット（□２P[ペラ]　/　□４P）（表　　　色/裏　　　色）　　その他

□バックインレイ（表　　　色/裏　　　色）　その他

□オビ（表　　　色/裏　　　色）　その他

　　■印刷する 　□スリムケース（5mm）

　■その他　　　   8Pブックレット印刷・封入

プレス アッセンブル 出荷

　納品先

　□ご請求書送付先

　　□支給する

　　□無し

半角英数字15字以内で、	
必ずご指定下さい。	

このページは記入例です。	
実際のオーダーシートには赤字でご記入頂く必要はございません。	



2007(c)Copyrights ImageJapan, inc. All Rights Reserved.

□基本的にマスターの返却は致しませんので、ご了承くださいませ。

■上記条件に不備があった場合、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、ご注意ください。

■㈱イメージ・ジャパンは、第三者による権利侵害・損害賠償等の申し立てについて上記映像制作者に責めを帰すものとし、

株式会社イメージ・ジャパン　プレスマスター担当宛　TEL：03-3543-0303

株式会社イメージ・ジャパン　　http://www.imagejapan.com

※その他詳細につきましては、当社WEBサイト『印刷デザインデータ』ページ内『印刷物制作の注意点』をご確認下さい。

（E-mail、ファイル転送サービスでご入稿の場合はJPEG/PDF画像、CD等のメディア入稿の場合はカラープリントされたもの）

　弊社指定サイズ通りにデータを作成されましたか？

□配置画像のリンク切れはありませんか？

□オフセット印刷はCMYKカラー、シルク印刷はDICカラーセットでデザイン制作がされていますか。

DVD/CDプレス製作　　チェックリスト

■■■　ご発注前に、以下をご確認下さい　■■■

□出力見本が用意されていますか？

□ジャケットデザインには、3mm程度の塗り足しを付けましたか？（レーベルは塗り足し不要です）

IMAGE JAPAN INC

　オーダーシート内の【品番】はディスク裏面に刻印される文字になります。

〒104-0061　東京都中央区銀座5-15-19 銀座三真ビル7F

【データ入稿先】

E-mail : info@imagejapan.com

※送付物は必ず午前指定でお願いします。また事前にオーダーシートをFAXにてお送り下さい。

※データ容量が大きい場合は「宅ファイル便」「FireStorage」等のデータ便でのご入稿も可能です。

□著作権及び日本国内の法律に触れるコンテンツは含まれていませんか？

　英数字で15字以内を目安に、品番を指定下さい。（例：imagejapan-001)

【マスター/データ送付先】

①マスター（DLT or DVD-R）　②レーベルデザイン　③ジャケットデザイン　④左記デザイン出力見本　⑤オーダーシート

①マスター（ＣD-R）　②レーベルデザイン　③ジャケットデザイン　④左記デザイン出力見本　⑤オーダーシート

いかなる場合においても一切の責任を負いません。

【免責事項】

　　　　　お問合せ先：東京オフィス　03-3543-0303

※デザインテンプレート、オーダーシートは当社WEBサイトよりダウンロードできます。

□プレスをご注文の場合、レーベルにDVD/CDシステムロゴを配置しましたか？（弊社にてご用意しております）

【マスター作成について】

□マスターメディアは国産のメディアを使用下さい。

【デザインデータ作成について】

【マスター/データ入稿・送付について】

□マスター、デザインデータのバックアップを行いましたか？

□海外プレスをご利用の場合、レーベル面には「Pressed in Taiwan」、または「Made in Taiwan」等の文字を

　配置してください。（上記の文字表記をされない場合、輸入許可が下りませんのでご注意ください）

□DVD-VIDEOのマスターは、複数の機器で動作を検証しましたか？

■ＤＶＤプレス

■ＣＤプレス

□レーベル/ジャケットデザインデータは当社提供のテンプレートを使用しているか、

□カラーモードはCMYKモードで作成しましたか？（×RGB）

□文字はすべてアウトライン化していますか？

　例：）レーベルデザイン【Label_任意の品番（imagejapan001）】【Jacket_任意の品番（imagejapan001）】

【ご用意頂くものについて】

□Adobe Illustoratorのバージョンは CS5以下にて、データ保存していますか？

□ファイル名の保存は、半角英数字で、以下のように保存下さい。

ロゴサイズ：[DVD] レーベル 高さ4mm以上 / ジャケット 高さ10mm以上　[CD] レーベル 幅10mm以上 / ジャケット 幅10mm以上


