
one and only フォト【最愛】
―かけがえのないその一瞬をカタチに―

white iris photography



one and only フォト【最愛】

one and only には、【かけがえのない・最愛の】
という意味が込められています。

大切な仲間・ご家族・ご夫婦のアニバーサリーに。

還暦祝い・米寿や卒寿・
銀婚式・金婚式・真珠婚式など、
これからも共に歩む記念に贈る　

プレミアムな贈り物。

共に過ごしたかけがえのない時間。
どれだけ時が過ぎさっても、

色褪せない確かな時間がそこにある。
伝えきれないありがとうを、写真に込めて。

white iris photography
　　　　　　　　　　　　　　かけがえのないその一瞬をカタチに

大切なあの人へ贈る プレミアムな贈り物
内側から溢れる  豊かで自然な表情

1.  額縁入コラージュ作成例　
額縁サイズ　（w245mm × H354mm × D14mm）

2.3- お写真データ用
ディスクレーベル作成例　
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ホワイトアイリスフォトグラフィー

【大切な人との かけがえのない時間をカタチに】
私達ホワイトアイリスは、出張撮影専門のカメラマンです。
感動と喜びをお届け出来るよう、丁寧にこだわりを持って

撮影・制作致します。撮影したお写真は、
豪華製本のフォトブック・

ベストショットを集めた世界に１つのコラージュとして
制作し、プレゼント包装でお届けします。

大切な仲間・家族・ご夫婦のアニバーサリーに。  
これからも共に歩む記念に贈る  プレミアムな贈り物。

撮影をご検討の方も、安心してお任せ下さい。

実際の撮影・制作を、次のページにご案内しております →

還暦祝いに
感謝の気持ちを
伝える贈り物

長寿のお祝いに
古希・喜寿・米寿・

卒寿など長寿のお祝いに

ご夫婦の
アニバーサリーに

金婚式・真珠婚式・
銀婚式などのお祝いに

医療・介護施設様
ホスピタリティ

充実のための一例として

大切な人に贈りたくなる
とびきり上質な仕上がりで
お届けします



還暦祝い ｜ 撮影＋コラージュ制作 |
額縁付き　額縁サイズ　（w245mm × H354mm × D14mm）

たくさんのお写真の中からベストショットを集めて、オリジナルコラージュを作成します。
生き生きとした表情で彩られるコラージュは、世界に一枚の特別な贈り物として喜ばれています。

額縁入りコラージュは、大切な人への贈り物にぴったりの上質な仕上がりでお届けします。

お写真を記録したデータディスクには、
撮影したお写真を使用したオリジナルデザインを

施してお届けします。

額縁入りのコラージュと、お写真を記録した
データディスクは、プレゼント包装でお届けします

重厚感のある プレゼント包装 感謝の気持ちを届ける 細部へのこだわり

制作例１



還暦祝い・
家族とのお食事会での撮影

還暦を祝う家族のお食事会にての撮影。
子供達が歌に踊り・逆立ちでおじいちゃんを
お祝いする様子・奥様からのお手紙を読まれるシーン
など、出張撮影だからこそ可能な
家族の自然で豊かな たくさんの表情を撮影しました。

コラージュに収めきれなかったお写真も、
全 20 カット程をデータディスクに入れて
お届けします。印刷したり、年賀状に使ったりと、
写真の使い方は無限大！

制作例１

HP
◆お問い合わせ
　お申込みはコチラ＞

☎お電話でのお申込み

050-1113-1117
＼ベストショットを集めて作られる

世界に一枚のコラージュ／
２０カット程度のお写真をデータ納品◎



金婚式祝い  ｜撮影＋コラージュ制作｜
額縁付き　額縁サイズ　（w245mm × H354mm × D14mm）

ホワイトアイリスは、撮影を通してお話をさせて頂く時間をとても大切にしています。
大切な人とこれまでの時間を振り返る時間を通して、

写真を撮られていることを忘れてしまうほど、自然で豊かな表情を届けます。

お写真を記録したデータディスクには、
撮影したお写真を使用したオリジナルデザインを

施してお届けします。

額縁入りのコラージュと、お写真を記録した
データディスクは、プレゼント包装でお届けします

重厚感のある プレゼント包装 感謝の気持ちを届ける 細部へのこだわり

制作例 ２



金婚式祝い・
ご自宅にお伺いしての撮影

金婚式祝いのプレゼント。お２人の過ごした時間・
愛用のお品にまつわるエピソードを伺ったり、
過去のアルバムを開きながら語らい、過ごす時間。
ホワイトアイリスは、お話させて頂く時間を通して
映し出される、自然で豊かな表情を
大切にしています。

制作例 ２

HP
◆お問い合わせ
　お申込みはコチラ＞

☎お電話でのお申込み

050-1113-1117
＼ベストショットを集めて作られる

世界に一枚のコラージュ／
２０カット程度のお写真をデータ納品◎



卒寿祝い ｜撮影＋コラージュ制作｜
額縁付き　額縁サイズ　（w245mm × H354mm × D14mm）

たくさんのお写真の中からベストショットを集めて、オリジナルコラージュを作成します。
生き生きとした表情で彩られるコラージュは、世界に一枚の特別な贈り物として喜ばれています。

額縁入りコラージュは、大切な人への贈り物にぴったりの上質な仕上がりでお届けします。

お写真を記録したデータディスクには、
撮影したお写真を使用したオリジナルデザインを

施してお届けします。

額縁入りのコラージュと、お写真を記録した
データディスクは、プレゼント包装でお届けします

重厚感のある プレゼント包装 感謝の気持ちを届ける 細部へのこだわり

制作例 ３



卒寿祝い・
介護施設内＋ご自宅にて撮影

介護施設への出張撮影に加えて、ご自宅でのオプション
撮影により、家族の食卓や慣れ親しんだ家族の景色を
収めました。被写体の方の愛用のお品も写真に
収めることで、物に宿る家族の思い出・温度を形にして
お届けします。多数の写真で彩られるフォトブック＋
コラージュ制作で、家族からのありがとうを込めた特別
な贈り物として作成させて頂きました。

制作例 ３

１
1. ご自宅での食卓での一枚

2
2.  自宅屋根より滴る雪解けの雫　雪国の景色

HP
◆お問い合わせ
　お申込みはコチラ＞

☎お電話でのお申込み

050-1113-1117
＼ベストショットを集めて作られる

世界に一枚のコラージュ／
２０カット程度のお写真をデータ納品◎



｜撮影＋フォトブック制作｜
フォトブックサイズ　（w210mm × H210mm × A4 スクエア）

撮影したお写真を、豪華製本・フォトブックにしてお届けします。
ハードカバー・プレミアム高級紙を用いたフォトブックは、

どっしりと高級感があり、長期保存にも安心のクオリティでお届けします。
大切な方との時間を振り返ることのできる 特別な贈り物として大変喜ばれるプレミアムな一品です。

額縁入りのコラージュと、お写真を記録した
データディスクは、プレゼント包装でお届けします

重厚感のある プレゼント包装

制作例 ４

大切な人と過ごした時間・
人生のストーリーが詰まった贈り物



過去から現在・未来へと繋がる絆
人生のストーリーが詰まった
プレミアムな贈り物

フォトブックは、撮影したお写真の他に、過去のお写真も
お預かりして、大容量で作成します。大切な人との時間を
振り返ることのできるプレミアムな贈り物の決定版です。
増刷にも対応しているので、贈り物としても、
ご自宅用の記念としてもご利用頂けます。
感謝の気持ちを伝えるメッセージ入れも◎

大切な人に贈る とびきり上質な仕上がりでお届けします。

制作例 ４

HP
◆お問い合わせ
　お申込みはコチラ＞

☎お電話でのお申込み

050-1113-1117＼ 50 カットを超える　写真点数保障／
愛おしいたくさんの表情を届けます



one and only フォト【最愛】　プレミアムな贈り物２選

　　 プロカメラマンによる撮影・コラージュ制作プラン
額縁付き　額縁サイズ　（w245mm × H354mm × D14mm）

たくさんのお写真の中からベストショットを集めて、オリジナル
コラージュを作成します。生き生きとした表情で彩られる

コラージュは、世界に一枚の特別な贈り物として喜ばれています。
額縁入りコラージュは、大切な人への贈り物にぴったりの

上質な仕上がりでお届けします。ご希望の場所への出張撮影で、
大切な方との自然で豊かな表情をお届けします。

撮影から納品までは 1 か月程を予定しております。（※状況により前後あり）

【提供内容】
◇ 当日の写真撮影 （１時間 )

◇ お写真データ （20 カット程度）

◇オリジナルディスクデザイン
◇ A4 コラージュ制作（額縁入）
       額縁サイズ（w245 × H354 × 14mm）

◇ご希望のメッセージ入れ可
 ◇プレゼント包装でお届け 

【撮影場所】
ご指定の場所での撮影

【時間】　１時間
【お値段】 35,000 円 ( 税込 )

※写真編集費・コラージュデザイン費含む

< 追加について >
※額縁入りコラージュ 8000 円 /1set      
データディスク 3,000 円 /1Disc
 で追加が可能です
※撮影現場まで交通費が発生する場所での
撮影は、別途交通費が発生致します。　

20 カット程度のお写真を記録した
データディスクには、

オリジナルデザインを施してお届けします。

ベストショットを集めて作られる
世界に一枚のコラージュは重厚感のある

額縁に入れて、プレゼント包装でお届けします

重厚感のある プレゼント包装 感謝の気持ちを届ける 細部へのこだわり

１

white iris photography ・ホワイトアイリスフォトグラフィー



white iris photography ・ホワイトアイリスフォトグラフィー

　　 プロカメラマンによる撮影・豪華製本フォトブックプラン
プレミアムフォトブックサイズ　（w210mm × H210mm）

撮影したお写真を、豪華製本・フォトブックにしてお届けします。
ハードカバー・プレミアム高級紙を用いたフォトブックは、

どっしりと高級感があり、特別な贈り物として大変喜ばれる一品です。
過去のお写真も交えながら大容量で制作されるフォトブックは、

大切な方との時間を振り返ることのできるプレミアムな一冊です。
長期保存にも安心のクオリティで、特別な贈り物にぴったりの人気の

プランです。撮影から納品までは 1 か月半程を予定しております。

◇ 当日の写真撮影 （１時間 )
◇豪華製本
　プレミアムフォトブック
 　（w210 × h210　A4 スクエアサイズ）

◇ご希望のメッセージ入れ可
◇ フォトブック内の
　お写真のデータ納品
　　（50 カット程度　※前後あり）

◇オリジナルディスクデザイン
 ◇プレゼント包装でお届け 

【撮影場所】
ご指定の場所での撮影

【時間】　１時間　
【お値段】 77,000 円 ( 税込 )

※写真編集費・コラージュデザイン費含む

＜増刷・追加オプションについて＞
※フォトブックは　20,000 円 / 冊
    データディスク 3,000 円 /1Disc
     で追加が可能です　
 ※撮影現場まで交通費が発生する場所での 
    撮影は、別途交通費が発生致します。

【提供内容】

フォトブックは、撮影したお写真の他に、過去のお写真もお預かりして作成します。
大切な人との時間を振り返ることのできるプレミアムな贈り物の決定版です。

増刷にも対応しているので、
贈り物としても、ご自宅用の記念としてもご利用頂けます。

２

大切な人との時間・人生のストーリーが詰まった
プレミアムな贈り物

HP
◆お問い合わせ
　お申込みはコチラ＞

☎お電話でのお申込み

050-1113-1117

＼ 50 カットを超える　写真点数保障／　
愛おしいたくさんの表情を届けます



１．お申込み ２． 撮影のご案内書の郵送

撮影の詳細をご案内した書面を
郵送致します。内容をご確認頂き、
同封の返信用封筒にてご返信下さい。

お申込みから撮影・お届けまでの流れ

メール
white.iris.heart@gmail.com

HP▼☎お電話でのお申込み

050-1113-1117

撮影人数について
1 時間での撮影可能人数は、５名様までとなります。グループやイベント等の撮影、５名様以上の撮影は、
撮影時間３０分 /15,000 円　（写真編集費用含む）の延長料金が発生致します。
撮影人数や用途など、お気軽にご相談下さい。

フォトブック・額縁コラージュの数量追加・その他オプションについて
                 ・コラージュ作成プラン　額入コラージュの数量追加　　　 ￥8,000/　1set
                                         　               デザイン入りデータディスク　        ￥3,000/1set
                 ・フォトブック作成プラン　　フォトブックの増刷　　　      ￥20,000/ １冊
　　　　　　　　　　　　　　　　 額縁入コラージュの追加　　         ￥8,000 円 /1set
　　　　　　　　   　　　　　　　 デザイン入りデータディスク　      ￥3,000/1set
　　　　　・音楽に乗せたスライドショーの制作（CD-R 納品）　　　　　　 ￥15,000/disc　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※使用する音楽は著作権の関係上、こちらでご用意したものとなります。

イベントや発表会などでの撮影

交通費について
交通費は、撮影費用に含まれず、別途ご請求となります。つくば市要より撮影場所までの距離で  15km/150 円 
で交通費を算出致します。また距離が 60km を超える場所への出張は、高速道路を使用させて頂き、
実費のご負担をお願い致します。

お支払い方法
撮影日前までの銀行振込・クレジット決済に対応しています。分割でのお支払いが可能です。

商品のお届けについて
撮影後コラージュは１か月・フォトブックは１か月半程で、お申込み時にご記入頂いた
宛先へ郵送となります。

撮影に関するご案内

1 2撮影＋集合コラージュ制作　　￥50,000
（撮影費・写真編集費・コラージュデザイン費含む・印刷代は別途。）

撮影時間 １時間（撮影可能人数５名様まで）

５名様以上の撮影は延長料金 30 分 / ￥15,000

集合コラージュ１枚 / ￥1,500　
@10 枚より制作可

撮影＋アルバム小冊子制作　　￥70,000
（撮影費・写真編集費・冊子デザイン費含む・印刷代は別途。）

撮影時間 １時間（撮影可能人数５名様まで）

５名様以上の撮影は延長料金 30 分 / ￥15,000

A ５小冊子 10P~ １部 / ￥2,000~　@10 部より制作可

※写真のみの掲載。細かい情報の記載は、
別途費用が発生します。商用利用不可となります。



４．お写真のお届け
お申込みのプランの作品を制作し、
プレゼント包装にてお届けします。
撮影から納品までは１か月～１か月半
ほどを予定しております。

（※状況により前後あり）

３．撮影当日
ご指定の場所にお伺いさせて頂き、
1 時間ほど撮影をさせて頂きます。

（一時間での撮影可能人数は５名様となります。
大人数様での撮影は別途ご相談下さい）

お問い合わせ　

☎   050-1113-1117
HP 
https://hinata28.wixsite.com/cotocoto
Mail  white.iris.heart@gmail.com
Adress  300-2622  　
茨城県つくば市要 1-18

HP ＞

white iris photography・
ホワイトアイリスフォトグラフィー

多彩な撮影コンセプトを HP にご案内しています

white iris photography

しごとフォト
人の魅力に特化した企業 PR

＜質の良い製品サービスに、
　                【人の魅力】という付加価値を＞

— ホワイトアイリスは、写真を通して医療・介護の分野に 新しいケアの形を届けます —

white iris photography では、介護や医療・
様々な分野の方と協力・連携を行わせて頂きたいと考えております。　

１．介護施設や医療機関などにおける、ホスピタリティの一例として、
２．顧客満足度向上のためのサービスの一環として、
３．提供内容ラインナップ充実化の１つの方法として。

one and only フォト【最愛】を、
お客様へのご案内・施設内サービス・
オプション等としての導入をご検討下さる
医療・介護施設様を募集しております。
ご関心の方は、随時お問合せ下さい。

担当　　深山

医療・介護の分野に写真という形のケアを



white iris photography

＜かけがえのないその一瞬をカタチに＞

ホワイトアイリスフォトグラフィー

HP 
 https://hinata28.wixsite.com/cotocoto

Tel   050-1113-1117
Mail  white.iris.heart@gmail.com
Adress  300-2622  
　　　　茨城県つくば市要 1-18

HP blog facebook


