
letter cube / letter cube float　依頼について

letter cube
発注手順
■レイアウト（文字校正）について
オーダーシートの必要事項にもれなく、ご記入ください。折り返し、文字校正原稿を返信
いたしますので、内容をご確認ください。文字校正は製作1案件につき、2案まで無料です。
3案目より1案毎に校正費用￥1,200がかかります（※トレースなど作業内容により別途費
用が発生する場合があります）。
※オリジナルデザイン等の特殊な原稿に関しては、上記に関わらず、別途デザイン料が
発生する場合があります。
※製作の関係上、文字の最小線幅は2mmまでです。ただしすべて2mmでの製作は不可。

■ボルト本数について
通常は商品1個につき6本以内に収まりますが、文字の総画数やつくりなどの都合上やむ
なく追加になる場合があります。
※商品1個につき、7本目よりボルト1本毎に追加料金が発生します。

■納期について
レイアウトをお客様で最終確認後、製作依頼のご連絡をお願いいたします。折り返し商品
納期のご連絡をもって、発注完了とさせていただきます。
※納期に関しては、繁忙期、デザイン内容により異なります。あらかじめご理解ください。
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取付仕様を選ぶ
letter cube または
letter cube float をお選びください

文字タイプを選ぶ
1文字タイプまたは繋ぎ文字タイプ
をお選びください

このページの手順に沿ってオーダーシートにご記入ください。

書体を選ぶ
1で選んだタイプにより選択のバリエーションが異なります

カラーを選ぶ
どちらのタイプも共通です

letter cube 1文字

letter cube float

繋げ字

繋げ字の場合

壁面に直付け 和文・欧文・数字ともに対応
1文字ごとの商品です

壁面から浮かせて取り付け
※和文非対応、H30不可
※小さなパーツがある場合要相談

欧文のみの対応
文字同士を繋げた商品です H30 

H50 
H80 

10文字まで対応 （W約300mm/10文字）

※ 小文字のみ対応
 （頭文字のみ大文字にすることが可能）

※letter cube float はH30不可　※各H (高さ) において文字制限があります

※letter cube float は和文非対応

※letter cube float は和文非対応

8文字まで対応 （W約300mm/8文字）

6文字まで対応 （W約400mm/6文字）

3 サイズを選ぶ
1、2で選んだタイプにより
選択のバリエーションが異なります

1文字の場合

H30 
H50 
H80 
H120 

（W約20mm/1文字）

※letter cube float はH30不可
※H30のみ和文不可。欧文・数字のみ対応

（W約50mm/1文字）

（W約80mm/1文字）

（W約120mm/1文字）

【文字間の幅について】
取り付け時の目安として、各高さ（H）に
合わせて、推奨する間隔を用意しています。
取り付け時、ご利用いただく原寸原稿は、
推奨間隔にて作成させていただきます。
※文字により多少違いがありますが、
　設計時の目安としてご活用ください。

H30の場合=約6mm     H50の場合=約10mm
H80の場合=約16mm   H120の場合=約24mm

1文字用書体

和文書体 欧文書体

欧文書体

繋げ字用書体

ダークブラウンマット ［ マットな質感 ］

スレートシルバー ［ マットな質感 ］

ウォームグレーメタリック ［ 光沢のある質感 ］

ブルーブラック ［ 光沢のある質感 ］

ダークグレーメタリック ［ 光沢のある質感 ］

コルシヴァ

コルシヴァ

ドクター

ストローク

インパルス

オズハンド

HGSゴシック

コマーシャル・
スクリプト

コマーシャル・
スクリプト

ブロードウェイ

前田の場合「前」「田」で
2個の発注になります

Maedaの場合「Maeda」
で1個の発注になります

ボルト

壁

27

壁

文字側面

文字側面

ボルト

壁

27

壁

文字側面

文字側面



 letter cube  オーダーシート
お客様コード ご担当

お客様名

TEL FAX

（　�　��）　���- （　�　��）　���-

株式会社 タカショー 　 宛

ご用件をチェックしてください。

このページをコピーしてご利用ください

　　TEL 073-482-4128（代）　 FAX 073-486-2560（代）　 または最寄りの各支店、営業所まで

　　TEL 073-484-3618　 　     FAX 073-484-3619

必ず下記項目にチェック　�　� およびご記入ください

letter�cubeまたはletter�cube�float�にする文字をご記入ください

タカショーのお客様はこちら

デジテックのお客様はこちら

□和文　�□欧文　�□数字
※繋げ字は、頭文字のみ大文字（欧文）可能

□ロゴマーク　�□その他
※ご希望されるオリジナルデータをご用意ください

和文・欧文・数字ともに対応
1文字ごとの商品です

壁面に直付け

欧文のみの対応
文字同士を繋げた商品です

壁面から27mm浮かせて
取り付け

例）

※�H30のみ和文不可。欧文・数字に対応�
※W寸法はフォントにより異なります

※和文非対応、H30不可

※�各H（高さ）において文字制限があります
※W（幅）寸法はフォントにより異なります

※�小文字のみ対応
（頭文字のみ大文字にすることが可能）

□1文字タイプ□letter�cube

□繋げ字タイプ

□letter�cube�float

商品コード 品番

HDA−H

□H30 □H80

□H50 □H120

1.受注日

　��　��月　���　�日

2.初校

　��　��月　���　�日

3.　 　 回目校正
　��　��月　���　�日

4.納品予定日

　��　��月　���　�日

□H30 10文字まで対応

□H50 8文字まで対応

□H80 6文字まで対応

□楷書 □行書

□明朝 □角ゴ

□隷書 □酔候（和文）

□クラフト墨 □新てん体

□さむらい □金文体

□HGSゴシック□京円

□ブロードウェイ □ストローク

□オズハンド □インパルス

□酔候（英文）□コマーシャル･スクリプト

□ドクター □コルシヴァ

□コマーシャル･スクリプト

□コルシヴァ

納
品
先

□お客様入れ 住　� 所
□直　�送 社　� 名 TEL

前田の場合「前」「田」で
2個の発注になります

Maedaの場合「Maeda」
で1個の発注になります

4.�書　�体3.�サ�イ�ズ2.�文字タイプ

コード・品番
□�ダーク　��ブラウンマット □�スレート　��シルバー □�ウォームグレー　��メタリック

□�ブルー　��ブラック □�ダークグレー　��メタリック

5.�カラー

文字原稿スペース

作成する文字についての注意
※�旧字体・新字体など、まちがいやすい文字がある場合は、わかりやすく明記
　してください。
※�ローマ字表記で、伸ばす音がある場合は、スペルを正しく明記してください。
※�繋げ字はすべて繋がった１文とします。「�i�」「�ｊ�」の点は繋がっていなくても
　対応可能です。

このページをコピーしてご利用ください

ご依頼日
� 年� 月� 日

　�□注文� �□見積� □レイアウト

1.�取付仕様

※���letter�cube�floatにて
レターバーライトを組
み合わせる場合、その
旨を記載してください。
文字のボルトと干渉す
る場合、ご相談させて
いただくことがあります

和文書体1文字タイプの場合

繋げ字タイプの場合

欧文書体

繋げ字用 欧文書体

1.必要事項を迷彩の上、FAXもしくはメールにて株式会社宛タカショーデジテック宛に返送してください。
2.納期が遅くなるものや欠品しているものについては、Aの発送予定日を入れ、お客様へFAXもしくはメールにて返信致します。
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	文書名オーダーシート-2.pdf

