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２．ミツヤ規格マット

　　　ダブルマット価格はシングルマット価格の２倍となります。

　　　中抜き加工後の残りマット（シデ）は返却いたしません。

　　　機械上の制限でマット幅が十分取れない中抜き加工は出来ません。四角形＝１７ｍｍ、円・楕円＝２７ｍｍ　規格外マットとなります。(H23.6.18追加）

　　　（１）ミツヤ規格マット基本デザイン価格表（四角形、円・楕円）

ミツヤ規格サイズマット 15ｃｍ ノートカード ハガキ グリーティング 20cm 4×10" インチ 25cm 3AP 8×10" ＫＪ 30ｃｍ 5AP カレンダー 16×20"

シングルマット価格 ¥100 ¥110 ¥130 ¥160 ¥170 ¥170 ¥210 ¥260 ¥290 ¥340 ¥360 ¥370 ¥430 ¥550 ¥880

　　　　　　　窓抜きなしの場合も同価格となります。 （表示の価格は税抜き価格です）

　　　（２）ミツヤ規格マット規格デザイン価格表（規格デザイン）

ミツヤ規格サイズマット 15ｃｍ ノートカード ハガキ グリーティング ２０ｃｍ 4×10" インチ ２５ｃｍ 3AP 8×10" ＫＪ ３０ｃｍ 5AP カレンダー 16×20"

シングルマット価格 ¥400 ¥410 ¥430 ¥460 ¥470 ¥470 ¥510 ¥560 ¥590 ¥640 ¥660 ¥670 ¥730 ¥850 ¥1,180

　　　　　　　規格デザインは別紙（１）をご覧ください。 （表示の価格は税抜き価格です）

　　　（３）ミツヤ規格マット価格表（特別デザイン）

　　　　　上記（２）表のミツヤ規格マット価格（規格デザイン）に１,２００円（税抜）の料金が追加になります。

　　　　　２枚目以降は上記（２）表のミツヤ規格マット価格（規格デザイン）となります。

　　　（４）マット不要の場合の値引き金額について

　　　（５）規格デザインマットに変更した場合の追加料金について

３．規格外マット

　　　ダブルマット価格はシングルマット価格の２倍となります。

　　　中抜き加工後の残りマット（シデ）は返却いたしません。

　　　（１）規格外マット基本デザイン価格表（四角形、円・楕円）

外寸（縦+横）寸法(mm) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

シングルマット価格 ¥270 ¥300 ¥330 ¥360 ¥450 ¥490 ¥590 ¥650 ¥770 ¥900 ¥1,040 ¥1,190 ¥1,350 ¥1,520 ¥1,700 ¥1,890 ¥2,100

　　　　　　　窓抜きなしの場合も同価格となります。

　　　（２）規格外マット規格デザイン価格表（規格デザイン）

外寸（縦+横）寸法(mm) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

シングルマット価格 ¥570 ¥600 ¥630 ¥660 ¥750 ¥790 ¥890 ¥950 ¥1,070 ¥1,200 ¥1,340 ¥1,490 ¥1,650 ¥1,820 ¥2,000 ¥2,190 ¥2,400

　　　（３）規格外マット価格表（特別デザイン）

　　　　　上記（2）表の規格外マット価格（規格デザイン）に１,２００円（税抜）の料金が追加になります。

2011年6月18日

マ ッ ト カ ッ テ ィ ン グ サ ー ビ ス 価 格 表

　　　今回の料金改定で、円・楕円の中抜き（窓）加工を基本デザインとして従来の四角形の中抜きと同等の料金とさせていただきました。これにより気軽に円・楕円加工をご注文いただけます。

　　　また、特別デザインマットを一度ご注文いただきますとデータを保管いたします。　二度目から同じサイズのマットでしたら規格デザインマットとしてご注文いただけます。

当店でマットを調製している当店オリジナルの額で、マットを規格デザインマットに変更される場合は変更マット1枚につき300円の追加料金をいただきます。

当店でマットを調製している当店オリジナルの額で、マットが不要なお客様には不要マット1枚につき上記（１）表の金額を値引きいたします。

１．今回の価格改定の特徴

（表示の価格は税抜き価格です）

（表示の価格は税抜き価格です）
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　　　　　２枚目以降は上記（2）表の規格外マット価格（規格デザイン）となります。

４．オプション

　　　（１）Ｖグルーブ加工およびマーカーペンによるデザイン描画（四角形、円・楕円）【追加料金】

外寸（縦+横）寸法(mm) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

加工料金 ¥230 ¥230 ¥230 ¥230 ¥300 ¥300 ¥380 ¥380 ¥450 ¥530 ¥600 ¥680 ¥750 ¥830 ¥900 ¥980 ¥1,050

　　　（２）Ｖグルーブ加工およびマーカーペンによるデザイン描画（規格デザイン）【追加料金】

外寸（縦+横）寸法(mm) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

加工料金 ¥680 ¥680 ¥680 ¥680 ¥750 ¥750 ¥830 ¥830 ¥900 ¥980 ¥1,050 ¥1,130 ¥1,200 ¥1,280 ¥1,350 ¥1,430 ¥1,500

　　　（３）Ｖグルーブ加工およびマーカーペンによるデザイン描画（規格外デザイン）【追加料金】

外寸（縦+横）寸法(mm) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

加工料金 ¥2,480 ¥2,480 ¥2,480 ¥2,480 ¥2,550 ¥2,550 ¥2,630 ¥2,630 ¥2,700 ¥2,780 ¥2,850 ¥2,930 ¥3,000 ¥3,080 ¥3,150 ¥3,230 ¥3,300

２枚目以降は上記（2）表の加工料金（規格デザイン）となります。

　　　（４）面金（プロフィール）加工【追加料金】

　　　　　中抜き寸法四辺(㎜)の和に０．８円（税抜）を掛けた料金が追加になります。

　　　（５）文字加工【追加料金】

　　　　　６文字まで６００円（税抜）。１文字増えるごとに７０円（税抜）の追加料金が必要です。

　　　（６）マーカーペンによる文字描画【追加料金】

　　　　　６文字まで６００円（税抜）。１文字増えるごとに７０円（税抜）の追加料金が必要です。

　　　　　当分の間、色を金色、銀色、黒のマーカーペンに限定させていただきます。太さは細字と中字がございます。

　　　　　色の変更、鉛筆等での描画については当店にお問い合わせください。

　　　（７）多窓抜き加工【追加料金】

　　　　　上記２.（２）表および３．(２)表のシングルマット価格に窓ごとに２００円（税抜）の料金が追加になります。　　追加加工料＝窓の数×２００円（税抜）

　　　（８）位置ずらし加工（偏心抜き）は１００円（税抜）の追加料金が必要です。

５．マットの窓を大きくする
　　　お手持ちのマットの窓を大きく広げる加工を下記の料金で承ります。

　　　但し、手切りでの加工となります。マットカッター機で抜くことはできません。

外寸（縦+横）寸法(mm) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

加工料金 ¥120 ¥150 ¥140 ¥170 ¥150 ¥190 ¥210 ¥190 ¥230 ¥260 ¥300 ¥350 ¥390 ¥440 ¥500 ¥550 ¥620

６．立ち上げマット

　　　　　立ち上げ用にマットをご希望の方には1枚当たり下表の料金で受注いたします。

　　　　　ただし、立ち上げに折り目を付けたり、作品を立ち上げを付けて額装するなどのご要望には応じかねますのでご了承ください。

　　　　　 サイズ（縦＋横　単位ｍｍ） 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
立ち上げマット材料費 ¥150 ¥150 ¥190 ¥190 ¥300 ¥300 ¥380 ¥460 ¥540 ¥640 ¥740 ¥840 ¥960 ¥1,080 ¥1,200 ¥1,340 ¥1,480

７．数量割引について

１０枚以上

２０枚以上

３０枚以上

４０枚以上

５０枚以上

１０％ＯＦＦ

１５％ＯＦＦ

２０％ＯＦＦ

３０％ＯＦＦ

（表示の価格は税抜き価格です）

（表示の価格は税抜き価格です）

（表示の価格は税抜き価格です）

２５％ＯＦＦ
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８．ご注意

　　　（１）四角形、円・楕円の抜き加工にはマット巾が１７ｍｍ以上必要です。マット巾が足りない場合は別途料金がかかります。当店までお問い合わせください。

　　　（２）デザインマットの抜き加工にはマット巾が２７ｍｍ以上必要です。マット巾が足りない場合は別途料金がかかります。当店までお問い合わせください。

９．ご注文方法

　　　マットボード発注書に必要事項を記入してください。

　　　その他必要に応じて下記項目をご指定ください。

　　　（１）マットの窓抜き形状の番号とコーナー形状番号

　　　（２）その他オプション加工を追加の場合はそのご指定

　　　（３）図面（※１）

・簡単な手書きのもので結構です。　位置ずらし（偏心）加工や各種変型抜きの場合は間違いを避けるため必ずお書き添えください。簡単な四角抜きの場合は省略していただいても結構です。

　　　必要に応じて型見本（または作品、作品のコピーや写しなど）を当店までお送り下さい。（※１）

　　　（４）お送りいただいた型見本をトレースして正確な形状を中抜き加工をいたします。

　　　（５）Adobe IllustratorまたはＣｏｒｅｌＤｒａｗのデータファイルによる入稿も可能です。・中抜き形状がＡ４より大きくなる場合はスキャン料金として１,０００円いただきます。

　　　※１ 誠に恐れ入りますが作品、型見本などの送料はご負担願います。

なお、ＦＡＸにてコピーをお送りくださる場合は、元原稿から測った寸法を必ずご記入ください。（ＦＡＸを通しますと比率が狂うため）

ミ　ツ　ヤ
兵庫県宝塚市仁川北３丁目３番２１号  〒６６５－００６１

　Fax/0798(57)3284

主なカッティング機能

・マットの表抜き、裏抜き

・多窓抜き加工

・デザイン自由のVグルーブ加工

Tel/0798(57)3283

市販のペンや鉛筆を自由にセッ

ト可能

マットにライン装飾を施す、伝統的なフ

レンチマット技法を再現できます

・あらかじめ貼りあわせたダブルマット、トリプル

マットをマシンにセットしたまま加工

フォント（字体）を利用して作品名や作

者のサイン、日付けやメッセージ入りの

マットを制作


