
仕 様 書

Ⅰ 製造品名、数量及び規格等

下記のとおり

製 造 品 名 製 造 内 容

１．科目登録申請要項 部数 ６２,２００部
頁数 表裏：表２頁

Ａ４判 本文：２０頁

色数 表紙：表２色

本文：３色

用紙 表紙：色上質特厚口（一般色）

本文：上質菊判 (38㎏)
製本 無線とじ

差し込み・ミシン入り

（１）科目登録チェック表（Ａ３の二つ折り）

頁数 ４頁

色数 ２色

用紙 上質菊判(48.5㎏)
（２）科目登録申請票(Ａ４)

頁数 １頁 左上１穴開け

色数 ３色 (片面)

用紙 上質菊判(76.5㎏)
右下隅取り

（３）科目登録申請用封筒（角２の二つ折り）

色数 ２色

用紙 色クラフト ハトロン判(92㎏)

２．科目登録申請票 部数 ４００部

頁数 １頁 左上１穴開け

Ａ４判（弱） 色数 ３色 (片面)

用紙 上質菊判(76.5㎏)
右下隅取り

３．在学生用送り状 部数 ６０,９００部
頁数 １頁

Ａ４判 色数 １色（片面）

用紙 上質菊判 (38㎏)

上記用紙について

（１）環境保全に配慮したものであること

（２）非塗工印刷用紙については白色度 70%程度以下であること
（３）塗工印刷用紙については塗工料が両面で 30g/㎡以下であること
（４）再生利用しにくい加工が施されていないこと



Ⅱ 編集・印刷・製本・電子データを納品

主要活字は８～１０ポイント、校正は文字３回・色１回とする。

ただし、初校出から３校出は１４日間以上空け、３校戻で訂正が入った場合には、訂正

ページのみファックスで４校出を行うこと。

入札の際に、初校出から納品までの作業工程表を提出すること。

Ⅲ その他

１．成果物として、完成した印刷物と同内容の下記に沿った電子データを納品すること。

（１） Adobe InDesign日本語版（又は同等以上のソフトウェア）で作成された組版デー
タ

（２） 上記組版データを Adobe ＰＤＦ形式に変換したデータ。ただし、印刷物１冊につ
き１ファイルとし、印刷物と本データの各ページが対応していること。

（３） 納品の際に使用するメディアは、フラッシュメモリ（ＵＳＢ対応）又はＣＤ－Ｒ

（ISO9660）のいずれかを使用すること。
（４） 作成に当たっては、Quark XPress 日本語版（又は同等以上のソフトウェア）で作

成された組版データを学生課より貸し出すことができる。希望がある場合は入札前

に内容を確認すること。

２．梱包方法

（１） 大学本部・発送業者納品分の科目登録申請要項については１００部を１梱包とし

て、側面に作成物の名をラベル等で表示して納品すること。

（２） 各学習センター分については、別紙の部数を納品すること。

（３） 大学本部納品分の科目登録申請要項については、１頁に送り状を折り込んで納品

すること。

３．納品場所

（１） 別紙のとおり。

（２） 平成２６年１２月１９日（金）迄に納品すること。

４．その他

上記以外の詳細については、担当係と十分打合せを行い、その指示に従うものとする。



（ 別 紙 ）

◆学習センター宛送付部数一覧

北海道 30 神奈川 40 鳥　取 20

旭川サテ 10 新　潟 15 島　根 20

青　森 10 富　山 15 岡　山 20

八戸サテ 4 石　川 15 広　島 20

岩　手 15 福　井 20 福山サテ 6

宮　城 25 山　梨 15 山　口 15

秋　田 15 長　野 15 徳　島 15

山　形 15 岐　阜 25 香　川 15

福　島 15 静　岡 25 愛　媛 15

いわきサテ 5 浜松サテ 8 高　知 20

茨　城 15 愛　知 30 福　岡 20

栃　木 15 三　重 20 北九州サテ 4

群　馬 25 滋　賀 20 佐　賀 15

埼　玉 40 京　都 20 長　崎 15

千　葉 30 大　阪 40 熊　本 20

東京渋谷 30 兵　庫 25 大　分 15

東京文京 50 姫路サテ 8 宮　崎 20

東京足立 15 奈　良 20 鹿児島 30

東京多摩 30 和歌山 20 沖　縄 30

小　計 394 小　計 396 小　計 335

総　計 1,125

※発送業者
　〒３５０－０２６９
　埼玉県坂戸市にっさい花みず木１－６－１
　凸版物流株式会社　坂戸システム物流加工センター
　ＴＥＬ：０４９－２７４－６２３３　　ＦＡＸ：０４９－２７４－６２８３

納品先 科目登録申請要項 科目登録申請票 在学生用送り状

大学本部
235

400 60
（看護学校配布分含む）

発送業者（※） 60,840 － 60,840

各学習センター
（下記内訳表参照） 1,125 － －

合　　計 62,200 400 60,900
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