
タイトル名 発注枚数

枚

⑨タイトル名／発注枚数

CDプレス発注シート

□ CD-DA（音楽 CD）

□ CD-ROM（データ CD）

□ CD-EXTRA

□ CD-R

□ DDP （ □ CD-R / □ DVD-R / □ データ転送 ）
※WAVやMP3等の音楽データでの御入稿はお受けしておりません。

フォーマット マスター支給形態

⑩フォーマット／マスター支給形態

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

⑪デザインデータ（盤面／印刷物）の支給形態

※記録面内側の円周上に刻まれる刻印で、英数字10文字まで可能です。
　（英字は大文字のみ使用可）　 
※０（零／ゼロ）は、「 Ø 」と表記をお願い致します。

□ ２３mm　　　　□ ４６mm

□ シルク印刷（　　　色）※必ず色番号を御指定下さい。 ※４色（４版）まで使用可能です。

□ オフセット印刷

□ 海外プレスの場合
PANTONE solid coated
□弊社で近似色を選択

□ 白ベタ有

□ 白ベタ無

□ 一部白ベタ有り

□ 国内プレスの場合
DIC カラー

【 ①　　　　  　②　　　　  　③　　　　  　④　　　　 　 】

【 ①　　　　  　②　　　　  　③　　　　  　④　　　　 　 】

盤面
印刷
の

種類

希望
ディスク

刻印

内径サイズ

⑫盤面情報

※ＣＭＹＫ各色を含むイラスト
や写真が配置されている
様なデザインはオフセット
印刷でのみ印刷可能。

※白ベタの有無の指定は製作時に必要な情報とな
り、御指定により仕上がりが異なりますので、必ず
御発注時に御指定下さい。

※白ベタ無／一部白ベタ有りの場合、盤面の印刷面
に白地を敷かない箇所は、下地色（鏡面）の影響
を受けるため、メタリック調の仕上がりとなります。

希望ディスク刻印：

□ 海外プレス　　 □ 国内プレス

⑦プレス種類

□ バルク（ディスクのみ）　□ パッケージ（ケース等へのセット有り）

⑧コース内容

（               　　 　）

□ 紙ジャケット 【　　 シングル /　　 ダブル（　　 1 枚入 /　　 ２枚入） 】

　　 　　　　　　　  【表面加工 ： 　　 光沢　　 マット 】            【不織布入 ： 　　 有　　 無 】

□ デジトレイ 【タイプ ： 　　 二面　　 三面　　 トール】 【表面加工 ： 　　 光沢　　 マット】

オプション

印刷物
仕様

印刷物 □有（弊社にて製作）　　□無　　□完成品支給

□キャラメル　　□シュリンク　　□OPP袋　　□無

□ ジャケット 【　　 片面印刷 / 　　 両面印刷 】 ※マキシ用以外はジュエル＆スリム用

　　 　　　　　　 【　　 ２Ｐ　　 ４Ｐ　　 ６P　　 ８P　　 １２Ｐ　　 １６P　　 ２０P　　 マキシ 】

□ バックカード  【　　 片面印刷 /　　 両面印刷 】 ※ジュエルケースのみ

□ キャップ（帯） 【　　 片面印刷 /　　 両面印刷 】

　　　　　　　　　　【帯サイズ ： 　　 15x15 ミリ　　 15x30 ミリ　　 30x30 ミリ 】

⑬印刷物／ケース／包装各情報

包 装

JAN コード
バーコードに

変換配置
（数字 13 桁）

オプション

お客様より完成品の印刷物を支給の際の

弊社到着日 ： 　　　月　　　　日

□ トールケース用ジャケット 【　　 片面印刷　　 両面印刷 】

□ 投込印刷物 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

ケ
ー
ス
タ
イ
プ
（
ト
レ
イ
色
）

オプション

□ 変換配置有
JANコード：

ジュエル スリム

□黒トレイ

□白トレイ

□クリアトレイ

□黒トレイ

□白トレイ

□クリアトレイ
　　　　　（半透明）

□ フタ向き　□ トレイ向き

□黒トレイ

□白トレイ

□クリアトレイ

□ラミネート仕様

□ティアテープ付

□ティアテープ
　　　 裏面糊付き

□窓付紙封筒
（薄紙、爪入有り）

2CD ケース 簡易ケース

トールケース

□黒

□白

□クリア

□黒

□白

□クリア

その他

シングル

不織布

紙封筒

２DVD

ディスク印刷面セット向き
マキシ

□クリア




	テックトランス社内通信欄: 
	テックトランス投げ込み: Off
	テックトランス別紙: Off
	テックトランス分納有り: Off
	テックトランスデザインOK: Off
	テックトランスDC: 
	入稿年: 
	入稿月: 
	入稿日: 
	担当者名: 
	銀行振込: Off
	現金: Off
	クレカ: Off
	代引き: Off
	売掛: Off
	支払い年: 
	振込者名: 
	郵便番号: 
	住所1: 
	住所2: 
	住所3: 
	会社名フリガナ: 
	会社名: 
	お客様名フリガナ: 
	お客様名: 
	固定電話番号: 
	FAX番号: 
	携帯電話番号: 
	メールアドレス: 
	希望納品先 郵便番号: 
	希望納品先 住所1: 
	希望納品先 住所2: 
	希望納品先 住所住所3: 
	希望納品先 社名フリガナ: 
	希望納品先 社名: 
	希望納品先 名前フリガナ: 
	希望納品先 名前: 
	希望納品先 電話番号: 
	返却物 お客様: Off
	返却物 希望納品先: Off
	お客様から担当者へ: 
	希望納品日 年: 
	希望納品日 月: 
	希望納品日 日: 
	希望時間帯: [ ]
	海外プレス: Off
	国内プレス: Off
	バルク: Off
	パッケージ: Off
	タイトル名: 
	枚数: 
	フォーマット01: Off
	フォーマット02: Off
	フォーマット03: Off
	形態CD-R: Off
	形態DDP: Off
	DDP CD-R: Off
	DDP DVD-R: Off
	メディアデータ転送: Off
	支給形態: Off
	デザイン作成: Off
	CD-R: Off
	メモリ: Off
	データ転送: Off
	PDF: Off
	JPG: Off
	シルク: Off
	色数数: 
	海外: Off
	近似色: Off
	PAN1: 
	PAN2: 
	PAN3: 
	PAN4: 
	国内: Off
	DIC1: 
	DIC2: 
	DIC3: 
	DIC4: 
	オフセット: Off
	有: Off
	無: Off
	一部: Off
	23: Off
	46: Off
	刻印: 
	印刷物有り: Off
	印刷物無し: Off
	完成品支給: Off
	支給到着月: 
	支給到着日: 
	印刷物ジャケ: Off
	ジャケ片面: Off
	ジャケ両面: Off
	2P: Off
	4P: Off
	6P: Off
	8P: Off
	12P: Off
	16P: Off
	20P: Off
	maxi: Off
	印刷物BC: Off
	BC片面: Off
	BC両面: Off
	印刷物CAP: Off
	CAP片面: Off
	CAP両面: Off
	CAP15x15: Off
	CAP15x30: Off
	CAP30x30: Off
	印刷物Tall: Off
	Tall片面: Off
	Tall両面: Off
	印刷物Paper: Off
	Paper シングル: Off
	Paper ダブル: Off
	ダブル1枚入れ: Off
	ダブル2枚入れ: Off
	光沢: Off
	マット: Off
	不織布有り: Off
	不織布無し: Off
	印刷物Digi: Off
	Digi 2面: Off
	Digi 3面: Off
	Digi トール: Off
	Digi 光沢: Off
	Digi マット: Off
	投込印刷物: Off
	投げ込み: 
	変換: Off
	JAN: 
	支払い月: 
	支払い日: 
	ジュエル黒: Off
	ジュエル白: Off
	ジュエルクリア: Off
	トール黒: Off
	トール白: Off
	トールクリア: Off
	2DVD黒: Off
	2DVD白: Off
	2DVDクリア: Off
	スリム黒: Off
	スリム白: Off
	スリムクリア: Off
	スリムフタ向き: Off
	スリムトレイ向き: Off
	2CD黒: Off
	2CD白: Off
	2CDクリア: Off
	BD: Off
	不織布通常: Off
	不織布ティア: Off
	不織布ティア裏糊: Off
	窓付紙封筒  薄紙: Off
	その他: 
	キャラメル: Off
	シュリンク: Off
	OPP: Off
	包装無し: Off
	2Pチェック1: Off
	2Pチェック2: Off
	2Pチェック3: Off
	2Pチェック4: Off
	2Pチェック5: Off
	2Pチェック6: Off
	2Pチェック7: Off
	2Pチェック8: Off
	2Pチェック9: Off
	2Pチェック10: Off
	2Pチェック11: Off
	2Pチェック12: Off
	2Pチェック13: Off
	2Pチェック14: Off


