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「つくりたい」+ S O LO
レーザー加工機・印刷機レンタル
×
レーザー加工・プリント体験
×
ハンドメイド雑貨ショップ

楽 し み を作り出そう！
北陸ではレーザー加工機は教育機関・企業設置が大部分
を占めており、当店は北陸初の個人が気軽にレーザー加工
機・プリンターを利用して頂けるファクトリースペース
をご提供しております。

ワークショップ プラスソーロ

レーザー加工機・大判印刷機・ＵＶ印刷機・ガーメント
プリンターを備え、個人・ベンチャー企業の方の初期投資
で大きな壁となる設備費用の低減になればと思います。
また、創作体験等を通じて作家の掘り起し、更に地域の
文化及び教育の場として地域全体の活性化の担い手と
なれるように運営してまいります。

デジタル 工作
ワークショップ
レーザー ＆ UV プリント体験
レンタルを検討中の方に、お試し体験教室！
詳細は店頭またはホームページでご確認ください。

卓上万年 ミニ
カレンダー 制作体験

約 60 分

1,800円

約 60 分

308 FACTORY 内
TEL 076-263-2635 FAX 076-208-4717
M A I L plus̲solo@308-al.co.jp
営業時間 10：00 - 17：00
定 休 日 月曜・水曜・不定休

はちまんさん
キーホルダー体験 1,100円

※営業日はホームページ、
インスタグラムでご確認ください。

フォト
キーホルダー

990円〜

http://www.308-al.co.jp/solo

SNS

ネットショップ

制作例などご紹介

minne plus-solo
Creema WORKSHOP+SOLO
Yahoo! WORKSHOP PLUS SOLO
楽天市場 SOLO

Facebook @plus0614solo
Instagram plus-solo
Twitter @plus̲solo

駅西本町3

駅西本町1

50m道路

2,600円

フォトブロック

2,900円〜

オーダー
転写シール

バッグプリント

2,200円〜

Tシャツプリント 1,320円〜

1,320円〜

●ローソン

六丁町

合計 100×100 ㎜サイズ以内であればアクリルチャーム
を２個まで制作して頂けます。＊アクリル・クリア 3 ㎜厚を使用。
至福井

●このワークショップは 16 歳（高校生）以上、
「Adobe イラストレーター」の基本操作がで
きる方に限ります。●各ワークショップは一人につき１回限り。●密集を避ける為、１度に
ワークショップのご参加は二人まで。●要予約。

選べる
5色

金沢駅

自分のデザイン・データで作る︕

アクリルチャーム 制作体験

プラスソーロ

〒920-0025 石川県金沢市駅 西 本 町 3 丁目18-25

至富山

レーザー加工機、UV プリンターの基本的な
使用方法をご理解頂けます。

ワークショップ

セブン
イレブン ●

●正花園

サワヤ●
ダイハツ●
若宮町

メガネの

● ハラダ

中央市場前

●8番らーめん

二口町

その 他メニューをご 用 意しております！

レーザー・プリンターレンタル
自分の思い描いたとおりに加工、プリントしたい！

作りながらデータを修正したい方はレンタルをご利用ください。

年間ライセンス

3,300円（C180Ⅱ/Spirit 共通）

UVプリンター

3,300円

ライセンス多種取得割引

1,650円

納期：当日〜1週間（内容により変動）
お見積もりご相談ください。

基本料金+データ作成料+（加工/データ面積㎟×加工単価×数量）+配置・調整料

1,650円

加工金額

基本料金

C 1 8 0Ⅱ

1,100 円

※ライセンス２種類目から半額
に割引します。

※ライセンス期限から3か月以内
に再取得される方に限ります。

※ライセンス継続は１種類につき1,650円、２種類を継続する場合は3,300円です。

レンタル料金/1時間

「レンタル」は基本的にお客様による制作です。
スタッフは付き添いませんので、わからない
事がある時だけスタッフをお呼びください。

レーザー C180Ⅱ

学生 1,980円

一般 3,080円

レーザー spirit GLS

学生 2,750円

一般 3,850円

配置・調整料

1データ110 円〜

100㎜×100㎜以内のデータ面積

最大加工サイズ：458×305㎜

（例）最初にレーザー加工機ライセンス取得時 3,300円。次にUVプリンターのライセンスを
取得する場合は1,650円になります。
（2年目以降）

レーザー・UV印刷加工受注

＊当店が加工材料を用意する場合は、材料費が加算されます。

レーザー加工機

年間ライセンス継続割引

オーダー・加工依頼

一律

spirit GLS 2,200 円
最大加工サイズ：960×610㎜

385 円/ 1 件

100㎜×100㎜より大きなデータ面積

データサイズ
面積㎟

U V 印 刷 2,200 円
最大印刷サイズ：610×420㎜

10分加工
0.038 円

レーザー加工時間10分以降は、
10分毎に110円の追加料金が加算。

加工時のモーターを調整。

データ作成料

1データ1,100 円〜

加工はAIデータにて行います。
AIデータへの変換・作成 は

作成料がかかります。

受付可能データ：AI（CS6以下）/EPS/JPEG/GIF/PNG/PDF/写真/ 手書きイラスト・書面
※レーザーとUV印刷両方を使用する場合は、UV印刷の基本料金を半額に割引します。

大判印刷加工受注

納期：ご注文より3日〜10日（内容により変動します）
お見積もりご相談ください。

出力素材サイズ + データ作成プラン料金

出力素材/サイズ

A2

420×594㎜

A1

594×841㎜

A0

標準書庫

大型書庫

841×1189㎜ 1100×900㎜ 2150×900㎜

C180Ⅱ 加工サイズ 458× 305㎜（アクリルは厚さ5㎜までカット可）
spiritGLS 加工サイズ 860× 610㎜ ※最大960×610㎜（アクリルは厚さ10㎜までカット可）
※素材によりカットできる厚みが異なります。厚さ100㎜（彫刻）まで加工機に入ります。

UVプリンター

学生 2,750円

一般 3,850円

UJF-6042MkⅡ 加工サイズ A2 ・ 最大 610㎜× 420㎜、高さ 153㎜以下、8kg以下
（テーブルサイズ：670㎜× 460㎜）

ガーメントプリンター

学生・一般 2,400円

※2022年1月13日から
レンタル開始予定

SC-F2150 最大印刷範囲 356㎜×406㎜、最大1.5kg（挿入口 横幅 約430㎜×高25㎜）

＊ガーメントプリンターはライセンス不要です。初回レンタル時にスタッフと一緒に制作し
使用方法を覚えて頂きます。
レーザー加工機、UVプリンターのレンタルにはライセンスが必要です。ライセンスの講習
は約45分。ライセンスの有効期限は1年間です。
※ライセンスは16歳以上（高校生〜）取得して頂けます。
※学生割引を受ける際は、高校、専門学校、大学の学生証をご持参ください。
windows10、Illustrator CS6をご利用いただけます。
加工データの持ち込みはUSBなどの記憶媒体に入れてお持ちください。
レンタルは１時間単位で、インターネット、お電話からご予約ください。

【注意事項】オーダー・加工依頼について

・ オーダーメイド品のため、注文後のキャンセルはご遠慮ください。
・ご注文時の誤記入による返品、交換等は行えません。お間違えの無いようにご記入ください。
・ 公共秩序、公序良俗に反するとみられる内容を含むもの、著作権の侵害に値する制作物等は
一切お断りいたします。
・料金表は2021.12現在のものです。サービス内容・価格等は予告なく変更する場合がございます。
・表記は消費税10%込み価格です。

データ作成プラン
お客様データ持込プラン

0円

※要お見積り
（無料）

文字だけシンプルプラン※

1,500円〜

デザインおまかせプラン※

30,000円〜

受付可能データ：イラストレーターEPS（CS6以下）＊文字アウトライン化/画像埋め込み必須
【大量印刷割引】※割引適用は同一デザイン・同サイズの場合に限ります。
2枚以上 ⇒ 10％OFF ／10枚以上 ⇒ 15％OFF ／20枚以上 ⇒ 20％OFF
配送希望は別途送料をお見積もりいたします。

オーダー・加工注文の流れ

店頭かメールにて「作りたいもの」
「数量」
と
「加工データ」を添付してお送りください。

plus̲solo@308-al.co.jp

データー入稿について
Illustrator CS.6 以下の形式、原寸サイズのデータをご用意ください。
「R 255」の
赤く塗られた
部分を彫刻

レーザ加工データ

・CS6バージョン以下で「ai」保存
・ドキュメントのカラーモード「RGB」
・文字は必ず「アウトライン化」する
線幅
「0.01pt」
・彫刻指定部分 →「R 255・G 0・B 0」塗りつぶし
「RGB 0」の黒線
・カット指定部分 → 線幅「0.01pt」
「RGB 0」の黒線
をカット
★線の位置は「線を中央に揃える」を必ず選んでください。
★「アピアランス」の 不透明度は
【通常】に設定。
その他、加工指示がございましたらスタッフにお伝えください。

UV印刷データ
・CS6バージョン以下で「イラストレーターEPS」保存
・ドキュメントのカラーモード「CMYK」
・文字は必ず「アウトライン化」する
・画像データは埋め込み（解像度360dpi推奨）
UV印刷は白を印刷することができ、データ作成方法は2種類。
A「フルカラー」
「白」のレイヤーを作成。
画像の中に白が入ったり、白の切り抜きがある場合は別途データ
作成料が必要となります。
B「白」はK1%で表現する。画像はK1%を乗算。

CMYK 0%部分は「白印刷」
しないのでご注意ください。

大判印刷データ
・CS6バージョン以下で「イラストレーターEPS」保存
・アートボードは出力サイズで作成
・ドキュメントのカラーモード「CMYK」
・文字は必ず「アウトライン化」する
・画像は埋め込み
・
「白」は生地の色となり印刷されません。

布印刷データ

JPEGデータ 生地

PNGデータ
（背景透明）

出力調整などが必要なため予備素材をご準備ください。
● 塩ビを含んだ素材・金属素材はレーザー加工できません。
● 素材の原料が不明なものはお断りさせて頂く場合があります。
● 加工に失敗しても持込素材の保証はできません。
上記をご了承のうえお持込みください。

・原寸で「JPEG」、
「PNG」保存
（解像度360dpi推奨）
・
「CMYK」で制作する

ご来店いただき、商品をお渡しいたします。
配送の場合は別途送料見積り、もしくは着払いにて発送します。

・手書き原稿の場合は、太めのペンで大きめにお描きください。
A4サイズまで承ります。

●

★RGBデータは印刷時にCMYKに変換されます。

