
ナダール書林 フォトブック制作価格表

2

サイズ 表紙の種類 紙の種類 ページ数（4ページ単位）
注文冊数に応じた一冊当たりの印刷価格

3冊〜9冊 10冊〜29冊 30冊〜

A4 タテ

ソフト

ナチュラル

20 〜 28 ¥2,750 ¥2,420 ¥2,090

32 〜 40 ¥2,970 ¥2,750 ¥2,310

44 〜 60 ¥3,190 ¥2,860 ¥2,420

64 〜 80 ¥3,410 ¥3,190 ¥2,640

グロッシー

20 〜 28 ¥3,520 ¥3,190 ¥2,750

32 〜 40 ¥3,960 ¥3,630 ¥3,080

44 〜 60 ¥4,510 ¥4,070 ¥3,520

64 〜 80 ¥5,060 ¥4,620 ¥3,960

ハード

ナチュラル

20 〜 28 ¥5,500 ¥4,950 ¥4,180

32 〜 40 ¥5,720 ¥5,280 ¥4,400

44 〜 60 ¥5,940 ¥5,390 ¥4,620

64 〜 80 ¥6,380 ¥5,830 ¥4,950

グロッシー

20 〜 28 ¥6,270 ¥5,720 ¥4,840

32 〜 40 ¥6,820 ¥6,270 ¥5,280

44 〜 60 ¥7,590 ¥6,820 ¥5,830

64 〜 80 ¥8,470 ¥7,700 ¥6,490

A5変形 タテ

ソフト

ナチュラル

20 〜 28 ¥2,640 ¥2,310 ¥1,980

32 〜 40 ¥2,750 ¥2,530 ¥2,090

44 〜 60 ¥3,080 ¥2,860 ¥2,420

64 〜 80 ¥3,410 ¥3,190 ¥2,640

グロッシー

20 〜 28 ¥3,080 ¥2,860 ¥2,420

32 〜 40 ¥3,630 ¥3,300 ¥2,750

44 〜 60 ¥4,290 ¥3,850 ¥3,300

64 〜 80 ¥5,170 ¥4,620 ¥3,960

ハード

ナチュラル

20 〜 28 ¥5,390 ¥4,950 ¥4,180

32 〜 40 ¥5,610 ¥5,060 ¥4,290

44 〜 60 ¥5,940 ¥5,390 ¥4,620

64 〜 80 ¥6,160 ¥5,610 ¥4,730

グロッシー

20 〜 28 ¥5,940 ¥5,390 ¥4,620

32 〜 40 ¥6,600 ¥6,050 ¥5,060

44 〜 60 ¥7,480 ¥6,820 ¥5,720

64 〜 80 ¥8,580 ¥7,810 ¥6,600
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2

サイズ 表紙の種類 紙の種類 ページ数（4ページ単位）
注文冊数に応じた一冊当たりの印刷価格

3冊〜9冊 10冊〜29冊 30冊〜

210 スクエア

ソフト ホワイトマット
32 ¥2,420 ¥2,200 ¥1,870

48 ¥2,640 ¥2,310 ¥1,980

ハード ホワイトマット
32 ¥6,160 ¥5,610 ¥4,730

48 ¥7,040 ¥6,380 ¥5,390

260 スクエア ハード グロッシー

20 〜 28 ¥11,880 ¥10,780 ¥9,130

32 〜 40 ¥12,650 ¥11,550 ¥9,790

44 〜 52 ¥13,750 ¥12,540 ¥10,670

56 〜 64 ¥14,960 ¥13,640 ¥11,550

B5変形 横 ハード

ナチュラル

24 ¥5,940 ¥5,390 ¥4,510

32 ¥6,050 ¥5,500 ¥4,620

40 ¥6,270 ¥5,720 ¥4,840

48 ¥6,380 ¥5,830 ¥4,950

56 ¥6,600 ¥5,940 ¥5,060

64 ¥6,710 ¥6,160 ¥5,170

72 ¥6,930 ¥6,270 ¥5,280

グロッシー

24 ¥6,490 ¥5,830 ¥4,950

32 ¥6,710 ¥6,160 ¥5,170

40 ¥7,040 ¥6,380 ¥5,390

48 ¥7,370 ¥6,710 ¥5,610

56 ¥7,590 ¥6,930 ¥5,830

64 ¥7,920 ¥7,260 ¥6,050

72 ¥8,250 ¥7,480 ¥6,380


