
[2019年12月26日改訂]

 アーテファクトリー・イメージズ　基本料金表（画像貸出利用料）

単位；画像１点あたりの金額（円）

● アーテファクトリー・イメージズで取り扱うコンテンツの中には、基本料金表とは異なるソース・コレクション（美術館など）がございますので予めご了承ください。

出版・番組等での利用

利用目的

使用サイズ 1/2 以下 1/2 以上 見開き 表4 表1

税抜 ¥15,000 ¥20,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥35,000 左記にプラス ¥10,000

※１紙1回。使用期間は４年以内です。

※ 単色印刷（1C）で使用の場合は、基本料金の70%となります。（特別料金は50%となります）

※ 紙面で使用した画像をデジタル版で流用する場合は、¥5,000となります。

利用目的

使用サイズ A7 以下 A6 以下 A5 以下 A4 以下 A3 以下 帯 表1,2,3,4

税抜 ¥22,000 ¥26,400 ¥31,600 ¥37,900 ¥45,400 ¥25,000 ¥50,000

※１紙1回。使用期間は５年以内です。

※ 紙面で使用した画像をデジタル版で流用する場合は、¥5,000となります。

使用サイズ 紙面の1/4以下 紙面の1/2以下
紙面の1ページ

以下
紙面の2ページ

以下

〜100万部 税抜 ¥20,000 ¥24,000 ¥28,800 ¥34,500

100万部〜 税抜 ¥28,000 ¥33,600 ¥40,300 ¥48,300

※１紙1回。画像の使用サイズは長辺を基準とします。

利用目的

テレビ番組（１局１放送） 税抜 ¥30,000

テレビ番組のオンデマンド配信（1年以内） 税抜 ¥20,000

※再放送は再申請が必要です。料金は1次使用の70％となります。

※オンデマンド配信は1年経過後に再申請が必要です。

利用目的

映像利用（展示会・セミナー等） 税抜 ¥40,000

映像利用（美術展覧会・学会等） 税抜 ¥30,000

※使用期間は1年以内です。1年経過後に再申請が必要です。

〜3,000部 税抜 ¥25,000

〜10,000部 税抜 ¥35,000

※１万部を超えるものは、１万部増ごとに３割増となります。

利用目的 使用期間 〜1ヶ月 〜3ヶ月 〜6ヶ月 〜1年

壁紙、壁面装飾、パネル、仮囲い、
デジタルサイネージ

税抜 ¥40,000 ¥48,000 ¥57,600 ¥69,100

※１個１基に限ります。使用期間は1年以内です。（それ以上は応相談です）

※使用サイズは10平米までです。10平米を超えるものは、10平米ごとに３割増となります。

利用目的 使用期間 〜1ヶ月 〜3ヶ月 〜6ヶ月 〜1年

インターネット、モバイルサイト（アプリ） 税抜 ¥25,000 ¥30,000 ¥36,000 ¥43,200

販売商品での利用

※販売商品につきましては企画内容に応じてご案内しております。お気軽にご相談くださいませ。

利用目的

表紙中面

中面
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書籍・雑誌

教科書・教材

新聞記事

表紙

電子顕微鏡・航空写真等

特別料金

利用目的

販売商品

CD-ROM、DVD-ROM

商品販売価格 × 商品製造数 × 料率（右記） ～5.00%

最低保証料（ミニマムギャランティ）：20,000円（税別）〜



印刷物での利用

利用目的 表紙

部数 使用サイズ A7 以下 A6 以下 A5 以下 A4 以下 A3 以下 表1,2,3,4

〜500 税抜 ¥16,000 ¥19,200 ¥23,000 ¥27,600 ¥33,100 ¥39,700

〜1,000 税抜 ¥20,000 ¥24,000 ¥28,800 ¥34,500 ¥41,400 ¥49,600

〜5,000 税抜 ¥24,000 ¥28,800 ¥34,500 ¥41,400 ¥49,600 ¥59,500

〜10,000 税抜 ¥28,800 ¥34,500 ¥41,400 ¥49,600 ¥59,500 ¥71,400

〜50,000 税抜 ¥34,500 ¥41,400 ¥49,600 ¥59,500 ¥71,400 ¥85,600

〜100,000 税抜 ¥41,400 ¥49,600 ¥59,500 ¥71,400 ¥85,600 ¥102,700

※10万部超えるものは、10万部増ごとに3割増となります。

利用目的 部数 使用サイズ A5 以下 A4 以下 A3 以下 A2 以下 A1 以下 A1 超

〜500 税抜 ¥20,000 ¥24,000 ¥28,800 ¥34,500 ¥41,400 ¥49,600

〜1,000 税抜 ¥30,000 ¥36,000 ¥43,200 ¥51,800 ¥62,100 ¥74,500

〜5,000 税抜 ¥36,000 ¥43,200 ¥51,800 ¥62,100 ¥74,500 ¥89,400

〜10,000 税抜 ¥43,200 ¥51,800 ¥62,100 ¥74,500 ¥89,400 ¥107,200

〜50,000 税抜 ¥51,800 ¥62,100 ¥74,500 ¥89,400 ¥107,200 ¥128,600

〜100,000 税抜 ¥62,100 ¥74,500 ¥89,400 ¥107,200 ¥128,600 ¥154,300

※10万部超えるものは、10万部増ごとに3割増となります。

利用目的 使用サイズ A6 以下 A5 以下 A4 以下 A3 以下 A3 超

【印刷物３】※非売品 カレンダー（１万部まで） 税抜 ¥40,000 ¥48,000 ¥57,600 ¥69,100 ¥82,900

※１万部超えるものは、１万部増ごとに3割増となります。

素材・テンプ
レート

印刷物

〜5万部 税抜 ¥22,000 ¥44,000

〜10万部 税抜 ¥42,000 ¥84,000

※使用期間は1年以内です。1年経過後に再申請が必要です。

※10万部超えるものは、10万部増ごとに3割増となります。

広告での利用

使用サイズ 紙面の1/4以下 紙面の1/2以下
紙面の1ページ

以下
紙面の2ページ

以下

〜100万部 税抜 ¥40,000 ¥48,000 ¥57,600 ¥69,100

100万部〜 税抜 ¥56,000 ¥67,200 ¥80,600 ¥96,700

※１紙1回。画像の使用サイズは長辺を基準とします。

利用目的 表紙

部数 使用サイズ A7 以下 A6 以下 A5 以下 A4 以下 A3 以下 表1,2,3,4

〜1,000 税抜 ¥30,000 ¥36,000 ¥43,200 ¥51,800 ¥62,100 ¥74,500

〜5,000 税抜 ¥36,000 ¥43,200 ¥51,800 ¥62,100 ¥74,500 ¥89,400

〜10,000 税抜 ¥43,200 ¥51,800 ¥62,100 ¥74,500 ¥89,400 ¥107,200

〜50,000 税抜 ¥51,800 ¥62,100 ¥74,500 ¥89,400 ¥107,200 ¥128,600

〜100,000 税抜 ¥62,100 ¥74,500 ¥89,400 ¥107,200 ¥128,600 ¥154,300

※10万部超えるものは、10万部増ごとに3割増となります。

使用期間 〜1ヶ月 〜3ヶ月 〜6ヶ月 〜1年

税抜 ¥40,000 ¥48,000 ¥57,600 ¥69,100

税別 ¥56,000 ¥67,200 ¥80,600 ¥96,700

利用目的 使用期間 〜1日 〜１週間 〜1ヶ月 〜3ヶ月 〜6ヶ月 〜1年

【広告利用４】
大型ビジョン、ディスプレイ、パネル、看板、
コルトン、デジタルサイネージ、車体広告

税抜 ¥42,000 ¥50,400 ¥60,400 ¥72,400 ¥86,800 ¥104,100

※１個１基に限ります。使用期間は1年以内です。（それ以上は応相談です）

※使用サイズは10平米までです。10平米を超えるものは、10平米ごとに３割増となります。

利用目的 使用サイズ A5 以下 A4 以下 A3 以下 A3 超 モニター

【広告利用５】
車内広告（車内吊り、車額、ステッカー、モニ
ター）

税抜 ¥45,000 ¥54,000 ¥64,800 ¥77,700 ¥54,000

※使用期間は3ヶ月以内です。

利用目的 使用期間 〜1ヶ月 〜3ヶ月 〜6ヶ月 〜1年

【広告利用６】
インターネット、モバイルサイト（アプリ）、
バナー広告

税抜 ¥30,000 ¥36,000 ¥43,200 ¥51,800

利用目的

【広告利用３】 TVCM
BS、CS、CATV、ローカル局

全国ネット

【印刷物４】 年賀状

利用目的

【広告利用１】 新聞広告

中面

【広告利用２】

雑誌広告（１誌1回）
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中面　または　一枚物

【印刷物１】

パンフレット、カタログ、リーフレット、チラ
シ、会社案内、学校案内、DM、事業報告書、
PR誌、社内報、機関紙、フリーペーパー、メ
ニュー、印刷見本

【印刷物２】※非売品

ポスター、ノベルティ、パッケージ、CD/DVD

パッケージ、レーベル、紙袋、包装紙、封筒、
ラベル、カード、通帳、POP

利用目的


