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Chara-art 

◆キャラアート・ビジネスのご提案

■商品のさらなる魅力アップの為に！
熱狂的なファン向け商品としてプレミアム性を高めるために、
描き下ろしデータ又は商品にアーティストのサインをお勧めします

■コンサート会場・イベント会場での限定商品
コンサートやイベントでの盛り上がった感動を限定商品として販売することで、
ファンの自宅に持ち帰ることが！

■リスクを最低限に！短納期を実現！
商品化のリスクを最低限にする為、アート商品専門メーカーとしてノウハウを活用！
イニシャルコスト＝最少 ！ 資材在庫リスク＝弊社で負担
国内生産品ですので、短納期を実現 （ご注文から最短で10営業日）
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◆複製原画ビジネスのご提案

■出版社・アニメ制作会社様に！

貴重な作画や画像データを多数お持ちの貴社へ！リアルな商材として制作をご提案。
50年近く変色しない新開発の顔料インクと複製原画用に開発された画像処理技術で
上質な版画専用紙へデジタル印刷、作品にマッチした額装で高級感のある商品に変貌します。
同時にデジタル化されたIPのアナログ保存にも。

■商品のさらなる魅力アップの為に！

ファン向け商品としてプレミアム性を高めるために、描き下ろし又は作家等のサインをお願いします。

■ファンに納得の完成度！低価格！

最新のデジタル複製原画はリトグラフに劣らぬ、完成度の高い版画印刷商品です。

弊社の調査で市場では同レベルの商品が高額で販売されています。弊社はメーカーとの業務提携で
低価格・高品質を実現しました。

■ビジネスのリスクを最低限に！チャレンジできる環境を提案！

商品化のリスクを最低限にする為、複製原画専門メーカーとしてノウハウを活用！
イニシャルコスト＝最少 ！ 在庫リスク＝弊社で負担（一部お願いする場合もあります）
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◆キャラファイン（高品位美術印刷の手法）

■他社の主な印刷の手法

プリモアート 大日本印刷

プリマグラフィー 凸版印刷

ピエゾグラフ エプソン

ジークレー IRIS（米国）

ミストグラフ 岡村印刷
（エプソン系）

「プリモアート」は10色の豊富な色数と、最新の画像修整技術で出力された、高精細出力です。大日本印刷が
独自に開発した複製原画専用のカラーテーブルは、微細な色合い、色域の広い鮮やかな発色で作品を演出・
再現いたします。

株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ第二制作本部 GA部、インクジェットによるアートプリント制作
（プリマグラフィ）デジタル版画とも呼ばれています。原画に近い色再現が可能です。業務用インクジェットプリン
ターで刷ります。顔料インクが使われます。

エプソンデジタル技術によるピエゾグラフは10色の顔料インクと画像処理により、「作品」の「質」感を再現できる、
人の視知覚に極めて近い画像表現を特徴とする新たな創作技法です。

エプソンデジタル技術によるピエゾグラフを岡村印刷独自のカラーオペレーション技術を使って商品化
ミストグラフは岡村印刷の登録商標です。

ジークレー（ジクレー）とは、フランス語で〝吹き付けて色を付ける〟という意味。具体的には、デジタル
データを上質なキャンバスや版画用紙、高級写真用紙や和紙など、最高級の素材に、高精細で広色域、し
かも150～250年規模※の高い保存性を誇る、ミュージアム・クオリティの顔料プリントを施します。

大手印刷機器メーカーがプロ用に新開発した12色インクによる広い色域と光沢均
一性、中でも黒系インクだけで5色を用いる黒濃度の表現性は、最新の高精細で高
画質なデジタル画像技術として高い評価を得ており、その技術は文化財の保護と継
承にも活用されています。
※参照【京都文化協会/綴りプロジェクト】http://canon.jp/tsuzuri/

キャラファイングラフ®

登録商標

■弊社の高品位美術印刷の手法

http://canon.jp/tsuzuri/
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①キャラファイン・グラフ

【ぼのぼの】
・原画サイズ：A5以下
・販売価格：2,800円
・棒スタンド付

大手印刷機器メーカーがプロ用に新開発した12色インクによる広い色域と光沢均一性、中でも黒系イン
クだけで5色を用いる黒濃度の表現性は最新の高精細で高画質なデジタル画像技術として高い評価を
得ています。

キャラファイン®グラフ

【NieR:Automata】
・原画サイズ：A４
・販売価格：15,000円

Ａ４

【刀剣乱舞】
・原画サイズ：A３
・特典

Ａ３

【GANTZ：O】
・原画サイズ：B５
・販売価格：9,800円

【Fate/Grand Order】
・原画サイズ：A5
・販売価格：6,000円
・スタンド付

Ｂ２

【君の名は第１弾】
・原画サイズ：Ｂ２
・販売価格：29,800円
・キービジュアル

ミニ

Ａ５ Ｂ５
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画面サイズ/額サイズmm 価格（税別） 仕様

A5/（255×320×15）プラ ￥1,300 プラ製額縁・画面ペット・個箱・取説(特典用・細かな額の傷には免責あり

A5/（268×330×17） ¥2,200

額縁（中国製・汎用品・樹脂モール）
個箱・取説
画面アクリル・マット1枚・吊るし紐・個箱・取説

B5/（332×407×17） ¥2,800

A4/（354×440×17） ¥3,800

A3/（440×567×17） ¥4,900

◆キャラファイン・グラフのOEM参考価格と内容（海外推奨品概算見積）

※額は弊社指定（在庫保有）の額でお願いします。 オリジナルデザイン額も可能です（見積もり別途）■納期・個別配送サービス等
・在庫保有の額は最低生産数は単品対応します。校了後、注文から発送までの納期は最短10営業日
・顧客へ直接配送も対応させていただきます。（見積別途）（個人情報管理も完全）
・参考価格：正式な見積書にて最終価格になります

★ご提案価格の有効期限は提案日から1か月になります

その他費用の内容 価格(税別) 備考

初期調整費＆出力費用 ¥3,000～ 最初にデータをキャラファイン用に色彩調整して出力費用（商品化が前提）

色校正出力(1枚につき) ¥1,000～ データに合わせて製作します校正が必要な場合（商品化が前提）

デザイン制作（必要なとき） ¥10,000～ デザインの制作が必要場場合（アナログ＆指定データ以外の時）

金属プレート ¥200～¥500 指定ロゴ・コピーライトをアルミ板（金・銀色）にレーザー打刻又は印刷（ｼﾘｱﾙNo付)

原画スキャニング費用 ¥3000～ A3サイズまで原画スキャニング対応、それ以上のサイズは別途ご相談

商品サンプル 価格の80％ 実質商品です、額の多少の傷はご了承ください

※上記全商品には高級画材用紙を使用したキャラファイングラフ（複製画）が画面サイズに合わせて額装されています。
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画面サイズ/額サイズmm 価格（税別） 仕様

ミニ（詳細別途） ￥1,500～2,500 額縁・ガラス・個箱・取説

A5（268×330×17） ￥3,200

額縁（日本製・廉価版・木製モール）
画面アクリル・標準白マット1枚・吊るし紐・個箱・取説

B5（332×407×17） ¥4,500

A4（354×440×17） ¥5,000

A3（440×567×17） ¥6,500

◆キャラファイン・グラフのOEM参考価格と内容（国産品概算見積）

※額は弊社で生産していますので、別途額カタログがございますのでご希望の時はご用命ください。
オリジナルデザイン額も可能です（見積もり別途）■納期・個別配送サービス等

・在庫保有の額は最低生産数は単品対応します。校了後、注文から発送までの納期は最短10営業日
・顧客へ直接配送も対応させていただきます。（見積別途）（個人情報管理も完全）
・参考価格：正式な見積書にて最終価格になります

★ご提案価格の有効期限は提案日から1か月になります

その他費用の内容 価格(税別) 備考

初期調整費＆出力費用 ¥3,000～ 最初にデータをキャラファイン用に色彩調整して出力する費用

色校正出力(1枚につき) ¥1,000～ データに合わせて製作します校正が必要な場合（商品生産が前提）

デザイン制作（必要なとき） ¥10,000～ デザインの制作が必要場場合（アナログ＆指定データ以外の時）

金属プレート ¥200～500 指定ロゴ・コピーライトをアルミ板（金・銀色）にレーザー打刻又は印刷（ｼﾘｱﾙNo付)

原画スキャニング費用 ¥3,000～ A3サイズまで原画スキャニング対応、それ以上のサイズは別途ご相談

商品サンプル 価格の80％ 実質商品です、額の多少の傷はご了承ください（1個限定）

※上記全商品には高級画材用紙を使用したキャラファイングラフ（複製画）が画面サイズに合わせて額装されています。
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◆キャラファイン・ボード

キャラファイン印刷（高精細）したキャンバスをスクエアーフレーム張り付けしたもの側面も印刷されておりインテリアグッズとして人気。

スクエア

●サイズ：300×300×17mm

●主材／キャンバス綿、桐
●参考価格 3000円（税別）

P10

●サイズ：530×410×17mm
●主材／キャンバス綿、桐
●シュリンク加工、箱入り
●参考価格9,800円（税別）

保証書 シリアル番号付き
アルミプレート

●サイズ：P(F)3:273×190(220)×17mm

●主材／キャンバス綿、桐
●参考価格 2000円（税別）
●専用イーゼル（別） 提供価格300円

キャラファインボードF3専用額
提供価格1200円（特別価格）
画面1.5㎜アクリル
色：黒（金枠）＆白（白枠）2種

裏面

P・F3
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品名・画サイズ（H×W×D）mm 価格(税別) 仕様

スクエアー20（200×200×17） ¥800
CFG専用キャンバス生地にキャラファイン印刷（高品位美術印刷）

天然木に裏面タッカー処理
シュリンク加工又はのり付きOPP袋入り
取扱説明書・発送用段ボール又は店頭販売箱（オプション）
※F4 P20でも対応可能（別途見積） 指定（オリジナル）サイズでの対応可

F・P3（273×190×17） ¥830

スクエア30（300×300×17） ¥1,200

P10（530×410×17） ¥3,200

■納期・個別配送サービス等
・指定サイズでの最低生産数は1個から対応します（指定外サイズの場合はミニマムあり）
・校了後ご注文から発送まで最短10営業日対応（ご注文数で変わります）
・参考価格：正式な見積書にて最終価格になります

◆キャラファイン・ボードのOEM参考価格その他

その他費用の内容 単価(税別) 備考

出力調整（初回必要） ¥3,000～ データをキャラファイン用に色彩調整が必要です。

色校正出力(発生時シートで) ¥1,000～ 校正が必要な時はキャンバス地での出力、枠には取り付けません（商品生産が前提）

F3専用額 ¥1,200 F3ボード用の専用額、色は黒と白

F・P3専用イーゼル ￥300 展示用イーゼル F・P3号に対応 シュリンク包装

P10裏面処理 ￥600 専用テープで裏面を綺麗に処理します

P10表面処理 ¥800 キャンバス面を防汚処理（※ニス加工するため表面にテカリが付きます）

商品サンプル 価格の80％ 実質商品ですので通常商品をご活用ください（基本1個限定）

★ご提案価格の有効期限は提案日から1か月になります

※オリジナルのサイズも可能です（見積もり別途）
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◆キャラファイン・アクリル

新開発の耐水性高級特殊コート紙に高品位美術印刷キャラファインプリント。
液晶パネルに使用されている貼付け技術を応用し５ｍｍアクリルに完全接合。
キャラファインのクオリティと液晶画面製造技術が合体！まるで３Dのような奥行きのある高画質アクリル
アートに仕上がっています。
従来のUVプリントでは再現できなかった超高精細画質をお手元に届けます。

専用スタンド 専用個箱

【バイオハザード：ヴェンデッタ】
・画面サイズ：B5
・販売価格：5,000円（税別）
・スタンド付

【言の葉の庭】
・画面サイズ：B4
・販売価格：9,800円（税別）
・スタンド付

【恋は雨上がりのように】
・画面サイズ：A4
・販売価格：7,400円（税別）
・スタンド付

【秒速5センチメートル】
・画面サイズ：185×105×5㎜
・販売価格：4,800円（税別）
・スタンド付

B4

場面写

A4

B5
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画面サイズ
10個～
価格（税別）

仕様

185×105㎜ ¥2,500 5ｍｍ厚アクリル（クリアアクリルパネル）
12色キャラファインプリント専用紙・側面鏡面仕上げ
※製造上キャラファインを接合するためにアクリル側面に

0.3mm程度ノリシロが必要です、気になる方は
レーザーカットが可能です（別途費用・下記参照）

B5 ¥4,000

A4 ¥4,200

B4 ¥5,600

■納期・個別配送サービス等
・校了後ご注文から発送まで最短10営業日対応（ご注文数で変わります）
・単品対応も可能ですが価格が変わります
・参考価格：正式な見積書にて最終価格になります

◆キャラファイン・アクリルのOEM参考価格その他

その他費用の内容 価格(税別) 備考

出力調整（初回必要） ¥3,000～ データをキャラファイン用に色彩調整が必要です シートでの確認になります

色校正出力(発生時シートで) ¥1,000～3,000 校正が必要な時は専用用紙での出力、アクリルには取り付けません（商品生産が前提）

デザイン制作（必要なとき） ¥10,000～ デザインの制作が必要場場合（指定データ以外の時）

専用個箱 ￥200～ 商品保護用の個箱です。細かな傷や汚れはご了承ください。

鏡面加工 ￥400～700 側面のエッジを面取りします 費用は画面サイズにより異なります

アクリル専用スタンド ￥300～600 専用サイズのアクリル製のスタンド 費用は画面サイズにより異なります

商品サンプル 価格の80％ 実質商品です、多少の傷はご了承ください（1個限定）

★ご提案価格の有効期限は提案日から1か月になります
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◆キャラファインフォリオ＆シート

壁の場所を取らず、身近に置いておけるキャ
ラファインフォリオが登場！

高精細・高画質なキャラファインがお手軽な価
格に！

【君の名は】受注特典として大人気！
・最低ロット 500個 1個 提供価格950円～
・画面サイズ：A4 サイズ
・デザイン・構成費用別途

高精細・高画質なキャラファインを自分でアレンジでき
るキャラファインシート

額装など自分のお部屋にあった色やサイズで完成させ
ましょう！もちろん額も別途で注文可能！

【君の名は】注文特典として大人気！
・最低ロット 10個（汎用タトウ） 1個 850円～

1000個（オリジナルデザイン） 1個 800円～
・サイズ：画面A4 サイズ
・デザイン・構成費用別途
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◆キャラファインマット New

高品位美術印刷キャラファインプリントを手軽に楽しめる商品。
マット色は既存色9色の他、オリジナルの色でも製作可能。
箔押しのカラーリングも12色から選択可能。
特典にぴったりのアート商品です。

箔押し
カラーリング

既存マット
カラーリング【吉沢亮】

・画面サイズ：A4
・販売価格：3,182円（税別）
・箔押し

【幽☆遊☆白書】
・画面サイズ：約２Lサイズ
・販売価格：1,250円（税別）
・箔押し

２LA4

背面にはスタンドと吊り下げ部分があり保護フィルムとしてイラストの上に
PETが入ります
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■納期・個別配送サービス等
・指定サイズでの最低生産数は1個から対応します（箔押しの場合価格が割高になります）
・校了後ご注文から発送まで最短18営業日対応（ご注文数や仕様で変わります）
・参考価格：正式な見積書にて最終価格になります

◆キャラファインマットのOEM参考価格と内容（概算見積）

その他費用の内容 単価(税別) 備考

出力調整（初回必要） ¥3,000～ データをキャラファイン用に色彩調整が必要です。

色校正出力(発生時シートで) ¥1,000～ 校正が必要な時はシートでの出力、枠には取り付けません（商品生産が前提）

箔押し版代 ￥9,000 箔押しの版を作成する費用（制作に１週間）

箔押し工賃 ¥50～6,000 箔を押す工賃。製作数量や箔の数で価格が変動

商品サンプル 価格の80％ 実質商品ですので通常商品をご活用ください（基本1個限定）

★ご提案価格の有効期限は提案日から1か月になります

画サイズ（H×W）mm 価格(税別) 仕様

２L/（127×178㎜） ¥890～ キャラファイン印刷・取扱説明書・画面ペット (特典用・細かな
額の傷には免責あり

A4/（354×440㎜） ¥1,400～


