
【 On-Site プリントラボ  価格表 】

『調整なしプリント』                                                                                          

　　 プリントデータに問題がないかチェックした後、色調などの調整をせずにそのまま出力します。（気になる点がある場

合は連絡いたします。）お客様ご自身で調整された画像をプリントしたい方に適しています。

       

◎  画像ファイルは、PING, JPEG, または TIFF 形式でご用意ください。インターネットの画像転送サービスでお送りいただけます。

　　 ◎  納期：２~３営業日

ペーパーサイズ 

エプソン プロフェッショナル
・フォトペーパー 

 防炎クロス

ファインアート紙

（ハーネミューレ、キャンソ
ン、和紙など）

キャンバス

用紙お持ち込みの場合の
プリント料・インク代含
む
(市販されているインクジ
ェット用紙に限ります)

    A4             210 x 297mm ¥1,650 ¥2,200 ¥1,320

 B4, 11x14”   257 x 367mm ¥2,200 ¥3,300 ¥1,760

 11”x17”        279 x 431mm ¥3,300 ¥3,300 ¥2,200

    A3             297 x 420mm ¥3,300 ¥4,400 ¥2,200

 13”x19”       329 x 483mm ¥3,850 ¥4,400 ¥2,750

    B3            364 x 515mm ¥3,850 ¥5,500 ¥2,970

16”x20”        406 x 508mm ¥4,400 ¥5,500 ¥3,300

 17”x22”       431 x 559mm ¥4,950 ¥6,600 ¥3,850

     A2           420 x 594mm ¥4,950 ¥6,600 ¥3,850

 20”x24”      508 x 610mm ¥5,500 ¥7,700 ¥4,400

     B2           515 x 728mm ¥5,500 ¥7,700 ¥4,400

 24”x30”      610 x 762mm ¥6,600 ¥8,800 ¥4,950

     A1           594 x 841mm  ¥6,600 ¥9,900 ¥4,950

 24”x36”      610 x 914mm  ¥6,600 ¥9,900 ¥4,950

    B1          728 x 1030mm ¥7,700 ¥12,100 ¥5,500

 30”x40”     762 x 1016mm ¥7,700 ¥12,100 ¥5,500

    A0           841 x 1189mm ¥8,800 ¥15,400 ¥6,600

 40”x50”    1016 x 1270mm ¥9,900 ¥17,600 ¥7,700

     B0         1030 x 1456mm ¥11,000 ¥19,800 ¥8,800

  40”x60”   1016 x 1524mm ¥12,100 ¥20,900 ¥8,800

                  1100 x 1700mm ¥13,200 ¥23,100 ¥9,900

　　　＊上記は税込価格です

【ご注意】

・ 上記以外のサイズも制作可能です。価格等はお問い合わせください。

・ 上記の価格にプリントのカット費も含まれます。

・ プリントの郵送には別途送料がかかります。

　



『調整 ＋ プリント』                                                                                        

プリンティングディレクターが、お客様の作品の意図や仕上がりのご希望を伺って色調などを調整いたします。

また、調整の仕方をご提案させていただき、写真の印象をより強くまたは優しくなど、さらにこだわった仕上がりに

することもできます。色見本に合わせたプリントもいたします。

　

◎ 画像ファイルは、RAW、TIFF または Photoshop (PSD)形式でご用意ください。インターネットの画像転送サービスで

お送りいただけます。

◎ 納期：４~５営業日

イメージサイズ mm

エプソン プロフェッショナル
フォトペーパー 

防炎クロス

ファインアート紙

（ハーネミューレ、キャンソン
和紙など）

キャンバス

用紙お持ち込みの場合の
プリント料・インク代含
む 
(市販されているインクジ
ェット用紙に限ります)

      A4           210 x 297mm ¥3,850 ¥4,400 ¥3,300

      B4           257 x 367mm ¥4,400 ¥5,500 ¥3,850

 11”x17”       279 x 431mm ¥5,500 ¥6,600 ¥4,400

      A3           297 x 420mm ¥6,050 ¥7,150 ¥4,400

 13”x19”       329 x 483mm ¥6,600 ¥7,700 ¥5,500

      B3           364 x 515mm ¥6,600 ¥7,700 ¥5,500

 16”x20”       406 x 508mm ¥7,150 ¥8,800 ¥6,050

 17”x22”       431 x 559mm ¥7,700 ¥9,900 ¥6,600

      A2           420 x 594mm ¥7,700 ¥9,900 ¥6,600

  20”x24”      508 x 610mm ¥8,800 ¥11,000 ¥7,150

      B2           515 x 728mm ¥9,900 ¥12,100 ¥7,700

  24”x30”      610 x 762mm ¥10,450 ¥14,300 ¥8,250

      A1           594 x 841mm  ¥11,000 ¥15,400 ¥8,800

  24”x36”      610 x 914mm  ¥12,100 ¥16,500 ¥9,900

  30”x40”    762 x 1016mm ¥14,400 ¥19,800 ¥11,000

      B1         728 x 1030mm ¥14,400 ¥19,800 ¥11,000

      A0         841 x 1189mm ¥16,500 ¥25,300 ¥12,100

  40”x50”   1016 x 1270mm ¥18,700 ¥29,700 ¥14,850

      B0        1030 x 1456mm ¥20,900 ¥33,000 ¥16,500

  40”x60”    1016 x 1524mm ¥22,000 ¥35,200 ¥16,500

                   1100 x 1700mm ¥25,300 ¥40,700 ¥19,800

　　　　　　　＊上記は税込価格です

【ご注意】

・  上記の価格にはテストプリント１回分が含まれます。追加のテストには料金がかかります。

・  用紙をお持ち込みの場合、テストプリントもお持ち込みの紙に出力されます。

・  上記以外のサイズも制作可能です。価格等はお問い合わせください。

・  上記の価格にプリントのカット費は含まれています。　

・  プリントの郵送には別途送料がかかります。　



『その場で 調整 + プリント』          　　

プリンティングディレクターが、お客様とモニターを見ながら画像調整をしていきます。作品の意図やお客様の

ご希望に沿って、その場で調整ができますので、微妙な色味や部分的なコントラストの調整なども思い通りに

仕上げることができます。テストプリントをご確認いただきましたら、すぐにファイナルプリントを制作いたします。

特に仕上がりをお急ぎの場合にも便利です。ご利用には事前にご予約をお願いいたします。         

　 ◎  画像ファイルは RAW, TIFF, または Photoshop (PSD)形式でご用意ください。

◎  納期：作品の大きさ・点数や、調整の内容などによって大きく異なります。ご予約の際に詳細をお知らせください。

納期とともに、ご利用料金などのお見積もりをいたします。

目安として、A3~A2 サイズは 1~2 作品で１時間、A1~ B1 サイズは１作品に１時間、それ以上のサイズは１作品に

1~２時間 の作業時間がかかります。（テスト 1~2 回、ファイナルプリントの出力時間含む。）

紙選びから始められる場合や、より精緻な調整、画像合成、1-2 回以上のテストプリントをご覧になる場合はさらに

お時間を頂きます。

◆ 利用料・・・上記の『調整＋プリント』価格の 35%増

【ご注意】

・ ご予約はメールでまずご連絡ください。10:00~18:00 の間でのご利用をお願いします。

・ ご予約の際に、プリント予定のサイズと点数、調整内容、用紙などについて詳細をお知らせください。調整の内容や、
　  作品の点数によっては、さらにお時間と料金をいただく場合がございます。

・ ご希望の用紙の在庫状況によっては、入荷までお時間をいただく場合があります。

・ 用紙をお持ち込みになる場合は、紙の icc プロファイルを事前に設定する必要がありますので、どのメーカーの何の紙
　 をご使用になるか、ご予約の際にお知らせください。

・ ご予約の際は、画像を出力する時間にご注意ください。B0 サイズ 1 点の出力に 30-40 分間ほどかかります。　　　　　　
　（プリント設定：超高精細 双方向印刷の場合）

・ A2 より大きな作品サイズの場合、仕上がりサイズよりも小さい紙（半分など）でテストをプリントします。
　  ご要望があればファイナルプリントと同じサイズでテストを出力いたします。

・ 用紙をお持ち込みの場合は、その紙に全てのテストとファイナルプリントを出力いたします。

　　　　　　　　　★お問い合わせは、   info@onsite-art.com  宛にメールで 、またはウェブサイト上のフォームよりご連絡ください。

mailto:info@onsite-art.com
https://www.onsite-art.com/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%9C/


『 プリントラボ レンタル 』 　 　  

　　 お客様ご自身でラボでプリントしていただけます。用紙はラボに常備されているものからお好きなものを、または

お客様のお持ち込みの紙をお使いいただけます。オペレーターは付きません。プリント初心者や大判プリンターが

初心者の方にはワークショップをご用意しております。

◆ ラボレンタルでご利用できる機材・ソフトウェア

● 機材：Macコンピュータ、Eizoディスプレイ、大判プリンタ: Epson SC-P9050G、A3ノビ プリンタ：Canon Pro-1

● ソフトウェア：Adobe Photoshop CC、Lightroom CC

◆ ラボレンタル 利用料・・

● 年間会員登録料（ *On-site AIR アーティストは必要ありません。）           ¥ 3,300

　 

● 大判プリンター レンタル（コンピュータ、ディスプレイ含む）基本料金 　　　  ２時間: ¥ 6,600　　

　       [ 延長料金 ¥2,200/h ]

● A3ノビ プリンター レンタル（コンピュータ、ディスプレイ含む）基本料金　　　   ２時間: ¥ 4,400

                       [ 延長料金 ¥1,650/h ]

● on-site アーティスト・イン・レジデンス滞在アーティスト向け ラボレンタル基本料金    １時間: ¥ 550

● デジタルプリントワークショップ（初心者用講座） 　　　    ２時間: ¥ 5,500

例１：大判プリンターを２時間利用して、ファインアート紙② キャンソン プラチナ・ファイバー・ラグで B1 サイズ　　　

　　　 (728 x 1030 mm) を 5 点プリントした場合；

　　 　　　　 レンタル基本料金 2 時間: ¥6,600  ＋  用紙代 ファインアート紙② ロールペーパー 4m 使用 ¥26,400 (用紙代は

　　　　　以下の価格表をご参照ください) ＋ インク代 ¥7,498 (イメージサイズで計算）＝  合計 ¥40,498

例２：大判プリンターを 4 時間利用して、お持ち込みの 610mm幅ロールペーパーに 500 x 3000mm のイメージを４点
　　　プリントした場合；  

　　  　　　　 レンタル基本料金: ¥6,600  ＋ 延長 2 時間: ¥4,400  ＋  インク代 500x3000mm ４点: ¥12,000 (イメージサイズ

で計算します) ＝ 合計 ¥23,000  

　　

＊上記は税込価格です

◆ 取扱っている用紙の種類（在庫はお問い合わせください。）

　　● ハーネミューレ Hahnemuhle　 　　 　　　

フォト・ラグ　308g/sm　① 　　

フォト・ラグ・バライタ　315g/sm　① 　   

フォト・ラグ・パール　320g/sm　① 　　 　　　　　

　　 フォト・ラグ・サテン　315g/sm　① 　　 　　　　

　　 セザンヌ・キャンバス   430g/sm (マット)　②



　　● キャンソン  Canson Infinity 

プラチナ・ファイバー・ラグ　310g/sm　②

バライタ・フォトグラフィック　310g/sm　②

エディション・エッチング・ラグ　310g/sm　①

ミュージアム・プロキャンバス　385g/sm(グロス)　②

   　● シール　SIHL Masterclass 

　　 メタリックパール・ハイグロスフォトペーパー　290g/sm 

　　● エプソン 　　 　　　

　　 プロフェッショナル・フォトペーパー 厚手半光沢　250g/sm

プロフェッショナル・フォトペーパー 厚手光沢　　260g/sm

　　

　　● アワガミファクトリー（和紙）

楮（厚口・白）110g/sm  (厚さ 0.23mm)

竹和紙  250g/sm  (厚さ 0.5mm、A1 (841 x 594mm) まで、シートのみ）

　　● 防炎クロス  ポリエステル製　 厚さ 0.2mm　

　　 　 　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★その他の用紙をお探しの場合はお問い合わせください。

　　　◆ 用紙とインクの価格表

【 エプソン 44 インチ/ B0 ノビ プリンター 用紙  : 1118mm 幅ロール紙  100mm 毎の価格 】

　　◎ インク代は含まれていません。プリント制作後に計算いたします。

エプソン
プロフェッショ
ナル・フォトペ

ーパー

半光沢/光沢

ハーネミューレ/ キャンソン
ファインアート紙 

キャンバス 

アワガミ
ファクトリー

和紙

シール
メタリック

　　パール　　

防炎クロス

インク代: 

（イメージサ
イズで計算）

① ②

1118mm幅ロール紙
100mm毎の価格 ¥330 ¥770 ¥660 ¥550 ¥330 ¥0.2/scm

＊上記は税込価格です

【 キヤノン A3 ノビ プリンター  ：単票紙は販売しておりません。お持込の用紙をご使用ください。】

　　

用紙サイズ mm インク代：イメージサイズで計算します

      A4（210 x 297mm）から A3+/ 13”x19”

（329 x 483m）までプリント可

¥0.3/scm

計算例：40 x 25 cm のイメージの場合；40 x 25 x 0.3 = ¥300

＊上記は税込価格です



　

　

【ラボレンタルご利用時のご注意】　　

　　 ・ ラボレンタルのご利用には、年間会員登録が必要です。(On-Site AIR滞在中のアーティストは必要ありません。)　

　　 ・ ラボは予約制です。ご予約はメール、またはお問い合わせフォームでご連絡ください。当日のご予約・ご利用には
　 対応できない場合があります。

・ ご利用時間は、10:00~18:00 の間の２時間以上でご予約をお願いします。

　　 ・ キャンセルにつきましては、ご利用予定日の 前日は 50%、当日のキャンセルは 100%のキャンセル料が発
　 生します。

　　 ・ お時間節約のため、プリントするデータはUSB メモリやポータブルHD などに入れてお持ちいただき、ラボのコン
　 ピュータからプリントすることをお勧めします。ラップトップをお持ち込みでのプリントもできますが、プリンタ
　 ドライバーと用紙の icc プロファイルをお持ち込みのコンピュータにインストールはご自身でお願いいたします。

　　 ・ お持ち込みの紙は、市販されているインクジェット用紙のみとさせていただきます。それ以外の紙はプリンターヘ
　 ッドの目詰まりの原因になりますので、ご使用いただけません。 

　　 ・ 用紙をお持ち込みになる場合は、紙の icc プロファイルを事前に設定する必要がありますので、どのメーカーの何の　　　
　 紙をご使用になるか、ご予約の際にお知らせください。お時間の節約になります。

　　 ・ 大判プリンタにセットできるロールペーパーの最大幅は 1118mm までです。最長 15m まで印刷可能です。幅 200
　 mm 以下の用紙はセット/ プリントできません。
　 A3ノビプリンタにセットできる用紙サイズの最小幅は 89mm で、最長676mm までです。ロールぺーパーは対応
　していません。

　　 ・ フチなし印刷は用紙/イメージのエッジ周辺にインクの汚れがつきやすいのでお勧めしません。余白をつけてプリント
　 し、カットすることをお勧めします。

　　 ・ テストプリントや試し刷り、設定のミスなどで色味が異なったプリントがされた場合でも、消耗された用紙やインク
　 の料金は申し受けます。

　　 ・ ラボレンタルでは、プリントのカットや梱包などの作業もご自身でお願いいたします。ラボに任せたい場合はカット
　 と梱包費用は別途かかります。これらの作業時間はラボレンタルの時間には含みません。

　　 ・ 梱包材はお持ちいただくか、ラボでご購入ください。薄用紙、エアラップ、紙菅、板ダンボールのご用意があります。

　　　★お問い合わせは、   info@onsite-art.com にメール、またはウェブサイト上のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://www.onsite-art.com/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%9C/
mailto:info@onsite-art.com


 『 スキャニング 』 　　         
お気に入りの写真のフィルムや古い写真プリント、または素描/絵画作品などをデータ化して保存しておきませんか？

また、スキャンした写真を大きくプリントし直したり、絵画作品をキャンバスにプリントして複製を作ることができ

ます。4x5 サイズまでのフィルムスキャンにはハッセルブラッド社製フィルムスキャナー フレックスタイト X5 を、

素描や絵画作品にはエプソンのフラットベッドスキャナーを使用します。

◎  納期：原稿の種類とサイズによって変わります。以下の表をご参照ください。

【 透過原稿 / フィルム 】

フィルムサイズ 使用するスキャナー

データ化費用

（スキャンと一般

的な色補正）

納品

ファイル形式

リタッチ料金

（キズ/ホコリ除去・見本に色
合わせなど）

納期

35mm

フレックスタイト X5

¥1,650

tif. jpg.
・基本料金 （15 分） ¥1,650

・追加料金(15 分毎）¥1,650

＊注: 所用時間はファイルサイ
ズやプリントサイズによりま
す。お見積りいたします。

2~5 営業日
ブローニー ¥2,200

4 X 5 ¥2,750

8 X 10
フラットベッド ¥3,300

tif. jpg.
　ドラムスキャナー ¥お見積り 7営業日~

＊上記は税込価格です

　　【 反射原稿：紙焼き写真、素描/絵画作品など 】

原稿サイズ 使用するスキャナー

データ化費用

（スキャンと一般

的な色補正）

納品

ファイル形式

リタッチ料金

（キズ/ホコリ除去・見本に色
合わせなど）

納期

A4 まで

フラットベッド

¥3,300

tif. jpg.

・基本料金 （15 分）¥1,650

・追加料金(15 分毎）¥1,650

＊注: 所用時間はファイルサイ
ズやプリントサイズによりま
す。お見積りいたします。

2~5 営業日A3 ¥4,950

A2 ¥6,600

A1 以上 カメラによる複写 ¥お見積り 7営業日~

＊上記は税込価格です

　【ご注意】

　　　・ スキャン前に、フィルムに付着しているホコリをブロアーで除去する作業を行います。

　　　・ スキャン時の色補正は、一般的な色にする補正です。見本への色合わせや、より精緻な色補正などのご希望がありまし
たらご相談ください。

　　　・ リタッチ費用(色調整・ゴミ除去等)は、フィルム・原稿の状態を確認後、お見積りいたします。

　　　・ 納品はインターネットの画像転送サービスでお送りいたします。DVD 納品の場合は 1,100円/枚（送料別）がかかります。

　★お問い合わせは、   info@onsite-art.com にメール、またはウェブサイト上のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://www.onsite-art.com/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%9C/
mailto:info@onsite-art.com

