
カセットテープ発注シート

□ バルク（カセットテープのみ）　□ パッケージ（ケースセット有り）

⑦コース内容

タイトル名 発注枚数

枚

⑧タイトル名／発注枚数

ラベル印刷

カセット
ボディカラー

マスター
支給形態

※A/B面をそれぞれ各１トラックに分けた状態のマスターを
ご支給下さい。

※片面に複数曲を収録する場合は、各曲の1トラック毎では
なく、曲間も含め1トラックの状態でのマスターをご支給下
さい。

⑩カセットテープ仕様

□ 有り　　　　　□ 無し

収録分数 A面（　　  分　　　 秒） B面（　　  分　　　 秒）

□ CD-R (Audio CD)　□ WAVデータ (音楽データ)　

※オプションとなりますので、カセット製作料金に別途マスタ
リング料金が加算されます。

※マスタリング前の音素材（2ch LR Mix Down終了のデー
タ）を御用意下さい。

※カセットテープの性質上、マスタリングの検証盤と音質に
差が出る可能性がありますので　　予め御了承下さい。

□ マスタリングから弊社に依頼

□ 白ボディ　　 □ 黒ボディ

印刷物
の

種類

⑪ケースセット＆印刷物仕様

□ カセットインデックス（Jカード）

□ スリーブケース（プラケース上に被せる紙ケース）

オプション

□ 印刷物無し（ケースセットのみ）

□ 投込物有り【種類：　　　　　　　　　　　　　　　】
※お客様から御支給頂いた印刷物をケース内にセット致します。

□ ショートサイズ（　  片面印刷　/　  両面印刷 ）

□ ロングサイズ （　  片面印刷　/　  両面印刷 ）

□ キャラメル包装有り　　□ 包装無し包 装

JAN コード
バーコードに

変換配置
（数字 13 桁）

デザインデータ
支給形態

デザインサンプル
データ形式

□ 完全データ支給
【 □ CD-R　　□ メモリ　　□ データ転送】

□ PDF　　□ JPG
※最終的な御入稿時のデザインデータの状態を
　 書出したサンプルデータをご支給下さい。

□ 弊社でデザイン作成
オプション

⑨デザインデータ（盤面／印刷物）の支給形態

オプション

□ 変換配置有
JANコード：



入稿物
送付先

テックトランス株式会社

〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-13ムツミビル１階
Tel 03-5833-5385  Fax 03-5833-5386

〒169-0074 
東京都新宿区北新宿1-1-15 リービル5　8F
TEL：03-5937-3411／FAX：03-5937-3412

カセットテープ用入稿規約
入稿データチェックシート

※各チェック項目に不備があった場合の結果に対して弊社ではいかなる責任も負いませんのでご注意下さい。

該当項目を必ずご確認頂きチェックの上、予めご了承願います。□

入稿データは完全データのご入稿が原則となっております。お客様のデータを用いて手を加えずに印刷作業を行いますので、弊社ではお客様のデータに一切手を加
えません。そのため必ず完全データにてご入稿下さい。またご入稿時にはデザインデータと併せて、必ず出力サンプル（PDFまたはJPG）をご支給下さい。

○デザインデータは必ず弊社テンプレートを使用し作成された、
Adobe Illustrator形式またはPhotoshop形式のデータにて御入稿下さい。

○Illustratorの保存verは作成されたIllustratorのverにて保存し御入稿下さい。
（最新版ver.のIllustratorまで御入稿可能です。）

マスターディスク

□ ① マスター盤面にタイトル名や注文番号、お客様名を記入

される際は、必ず柔らかいペン先のマジック等を使用下さ

い。ボールペン等で記入されると記録面の破損に繋がり、

マスターの再入稿となる可能性がございます。

□ ② マスターを CD-R メディアで送付頂く場合、お客様の大切

な音源やデータは、書き込み時のエラーの発生を防ぐため、

質の良いドライブとディスクでの書き込みをお願い致しま

す。CD は太陽誘電 for master、等の国内有名メーカーの

メディアの使用をそれぞれ推奨しております。また書き込

み時に高速で書き込んだ場合、一般のプレイヤー／ＰＣ等

では再生可能でも、細かなデータの欠損が発生しており、

プレス工場でのスタンパー作成時に発見される場合があり

ます。このデータ欠損でプレス作業不可能になってしまう

場合がございます。

□ ③ ご提供頂いたマスター盤面には管理工程の都合上、油性

マジックにて管理番号等が記入されます。

□ ④ 音楽データでご入稿頂く場合は「WAV」形式でのみ対応可

能です。AiFF 形式や MP3 形式等のその他の音楽データ形

式でのご入稿はお受けしておりません。

□ ⑤ お客様よりご提供頂いたマスターは厳重に取り扱い致し

ますが、予期せぬ事故等により破損・紛失等の可能性もご

ざいます。マスターは必ず別途保管の上、ご入稿願います。

なお破損・紛失の際は同等のメディアを持って保障と致し

ますので予めご了承願います。

□ ⑥ カセットテープは再生機器等の様々な要因により、再生

スピードに誤差が生じる場合がございます。その為、音源

マスターのテンポ（BPM）、音程に変化が生じる場合がござ

いますが、カセットテープ／再生機器の特性となりますの

で予めご了承下さい。

カセットラベル・各種印刷物について

□ ① デザインデータ作成時の注意点等は、テンプレートと共

にフォルダ内に同梱された PDF「お読みください」内をご

参照ください。

□ ② 必ず弊社指定テンプレート使用してデザインデータを作

成下さい。弊社指定のテンプレートでない場合、サイズの

トラブルや製作不可のため再入稿となり、納品が遅れてし

まう可能性があります。

□ ③ 実寸表示で目視できないサイズの細かな文字や図形等が

配置されたデータは、線が潰れてしまう等の仕上がりと

なってしまう場合がございます。

□ ④ カセットへのラベルの貼付け位置、印刷の折り加工位置

につきましては、個体により若干の差が出る事がございま

すので、予め御了承下さい。

入稿規約 同意の上、発注シートにご署名をお願い致します

●予期せぬデータ破損や製造過程におけるトラブル等で商品のお届けが遅れた場
合でも(配送日・時間)一切責任を負いません。発売日などで絶対的な納期があ
る場合、余裕を持ってデータ入稿されることをお勧め致します。

●お預かりしたマスターが問題なく再生された場合でも、記録されたデータとし
て元々破損がある場合がございます。その際の仕上がりのトラブルにおきまし
ては一切責任を負いません。

●印刷に関しては原則お預かりしたデータをそのままを出力致します。また使用
する素材、印刷機、インク等により色味など予測を超え意図した通りに仕上が
らない場合でも一切責任を負いません。（特に同一データであっても、異なる
素材への印刷時には、それぞれの素材性質上、色味など異なった仕上がりとな
ります。）

●印刷物をご支給して頂く際は弊社規定サイズ厳守の上、折り・ミシン目加工な
どされている状態でご支給をお願い致します。また、あらゆるご支給物におい
て予備が無い場合の納品数不足や、組立作業に際して弊社側で何らかの作業が
発生する場合、その損害等に関しては一切責任を負いません。

●再発注の場合、印刷機等の状況により以前と色味など同じ仕上がりとならない
場合がございます。

●メディア・ケース・印刷物・ディスク等の各資材の仕様は予告無く変更する場
合がございます。

●包装はケースの保護が目的とされています。細かな傷や接着部分の差異につい
ては保証対象外となりますので予めご了承願います。

●商品価格を可能な限りお安く提供するため、原則運送会社の指定は受け付けて
おりません。運送に関してのトラブルは運送業者の責任となり、その運送業者
補償範囲内での対応になります。

●納品した製品で不備のあるものに関しては、納品日より１週間以内にお申し出
下さい。弊社に非の認められた場合は対応致します。但し製造代金を上限とし
それ以上の責任は一切負いません。（納期遅延損害、遺失利益等その他一切）
またご納品日より１週間を過ぎたお申し出につきましては一切責任を負いませ
ん。

●弊社側での商品・資材等の保管は原則行っておりません。

●御入稿後(作業開始後)の全ての業務におけるキャンセル、変更はお受けできか
ねます。

●原則前金での作業となります。入稿日のご入金確認ができない場合（振込名義
が異なる等も含む）の納期遅延に関しては一切責任を負いません。入金システ
ム処理上の理由等で確認が遅れる可能性がある場合、予め入金確認証明のご提
示・弊社へのご連絡をお願い致します。

音楽・映像・ＰＣメディア等の製作、印刷物の製作についての同意事項

マスターとなる音楽・映像又はいかなるコンテンツが法律（著作権法）により保

護されている場合、無断使用する事は致しません。著作権登録してある音楽を使

用する場合は、必ず(株)日本音楽著作権協会（JASRAC）へ使用許諾申請をして許

諾を受けます。またマスターとなる素材が法律（著作権法）により保護されてい

る場合、無断でそのプログラム・素材を使用する事は法律で禁止されていますの

で、(財)ソフト情報センターや社団法人著作権情報センターなど関係各所の許諾

を受けます。また、プログラム・素材の作者本人（又は法人）が、ＣＤ・ＤＶＤ

・ＢＤ等への収録禁止などの制限事項を明記している場合には、必ず作者本人（

又は法人）の定める機関にて、許諾を受けます。尚、著作権など如何なるトラブ

ルに関しても、テックトランス(株)は一切関係ありません。また本書類記載の全

ての項目に同意・了解致します。
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