
撮影プラン・料金一覧

オプションについて　　　フォトブック・額縁コラージュの数量追加・撮影時間延長等

 ・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。

・撮影時間の延長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30 分 / 15,000 円

イベントや発表会などでの撮影

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。撮影日前までの入金をお願い致します。

お振込先
・ゆうちょ銀行　　店名　008 　記号 10040　　番号 84534161　　深山陽（ミヤマヨウ）
クレジット決済は、ウェブページよりご案内となります。クレジット決済ご希望の際は、お知らせ下さい。
※撮影代金＝お申込みのプラン料金＋（オプション追加の際にはオプション料金）＋交通費で、お見積りを致します。
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。
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。

撮影のキャンセルに関して
撮影当日のキャンセルは撮影料金の２０％がキャンセル料として発生致します。撮影後は、いかなる理由においても返金がございません。

コラージュ・フォトブックに使用するお写真の選抜・配置デザイン・編集に関して
印刷物の色合いは、画面上で見たお写真の色と異なる場合があります。またコラージュ・フォトブックに使用するお写真の選抜・
配置デザイン・データ納品に関しまして、制作者であるホワイトアイリス一任に了承頂いての撮影をお願い致します。編集の上、
ベストショットを選抜の上、制作・データ引き渡しとなります。構図の部分的な再編集をご希望の際には、再編集費用 3.300 円 / １回が

発生します。撮影お申込書への記入をもって、利用規約に了承頂いたものとして撮影を進めさせて頂きます。

著作権に関して
全ての写真の著作権は当社専属の写真家に帰属し、著作権法の保護を受けています。写真に関するいかなる著作権・その他知的財産権も
利用者様に譲渡されるものではありません。※法人契約等、著作権譲渡の契約においては、こちらの内容は含まれません。
写真及び寄稿したものを利用目的以外での使用・複製をしないこととします。本書に定めがない事項・また本書に関する解釈上の疑義が生じた場合、
相互に誠意をもって解決を図ることとします。またお申込書への記入をもって、利用規約に同意頂きましたものとして、撮影を進めさせて頂きます。

撮影に関するご案内・利用規約

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。

 しごとフォト　

□しごとフォト web 版　　　　￥80,000

□ 福利厚生 コラージュ制作プラン      ￥35,000 

□ 福利厚生 フォトブック制作プラン  ￥77,000

□ 企業 PR プラン　　               ￥150,000 ～

□写真撮影＋データお渡し　　￥50,000

innocent beauty

□　コラージュ制作プラン￥35,000　
□ フォトブック制作プラン　￥77,000

one and only フォト【最愛】　　　

□　コラージュ制作プラン       ￥35,000　
□ フォトブック制作プラン　  ￥77,000　

未来先取りフォト

□　コラージュ制作プラン￥35,000　
□ フォトブック制作プラン　￥77,000　

イベントや発表会などでの撮影

    □ 撮影＋集合コラージュ制作    ￥50,000
              （@10 枚より制作可）　    

    □ 撮影＋アルバム小冊子制作    ￥70,000
             （@10 部より制作可） 

※各プラン詳細は HP にご案内しております

white iris photography HP
お問い合わせ・お申込み＞

☎ 050-1113-1117

white iris photography 



撮影人数

　イベントや発表会などでの撮影

    □ 撮影＋集合コラージュ制作（@10 枚より制作可）　    

    □ 撮影＋アルバム小冊子制作（@10 部より制作可） 

　　　       しごとフォト　　　　　　　one and only フォト【最愛】　　　　　　innocent beauty

□　しごとフォト web 版　　　　　　□　コラージュ制作プラン　　　　 □　コラージュ制作プラン

□ 福利厚生 コラージュ制作プラン           □ フォトブック制作プラン　　　    □  フォトブック制作プラン

□ 福利厚生 フォトブック制作プラン  

□ 企業 PR プラン

写真撮影　お申込み書

お申込者様 氏名
ふりがな

この度は撮影のお申込みありがとうございます。お申込書に記載の上、返信用封筒にて返信下さい。

撮影希望日・
時間帯

第一希望から第三希望までご記入をお願い致します

お申込みプラン ご希望の撮影プランにレ点をお願い致します。

オプション追加

※その他プランにない撮影のご相談も、お電話にて承ります。ご不明点などお気軽にご相談下さい。　

担当　深山（ミヤマ）☎ 050-1113-1117　メール　white.iris.heart@gmail.com

 ご希望のオプションにレ点をお願い致します。

・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　

・撮影時間の延長　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30 分 / ￥15,000

□
□

□
□
□

□

□

ご住所 〒

撮影希望場所 〒

お写真郵送先
ご住所

〒

※ご自宅以外での
撮影の場合、
施設名称の記入も
お願いします

お写真
郵送先様宛名

ふりがな

※基本プラン 1 時間での撮影可能人数は、５名様までとなります。５名様以上の撮
影は、皆様の表情を映すため撮影時間を 30 分～延長の上、延長料金が発生します

人様

電話番号

メールアドレス

撮影場所までの
交通費 ※弊社記入欄

＜交通費＞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。

撮影料金お見積り
※弊社記入欄

※撮影日前までのお振込み・またはクレジット決済でのお支払い 　　　
をお願い致します。 撮影当日のキャンセルは撮影料金の２０％が
キャンセル料として 発生致します。

< フォトブック・額縁コラージュの数量追加・延長オプションについて >

メッセージ入れ

フォトブックやコラージュにメッセージを添えることが出来ます。ご希望のメッセージをご記入下さい。
（お任せも可。その際は　＃還暦　＃卒寿など用途をお知らせ下さい）

＼お写真掲載キャンペーン／

撮影したお写真を弊社 HP・SNS で
ご紹介させて頂けるお客様に、
お写真を音楽に乗せたスライドショー

（￥15,000 相当）を無料でプレゼント◎　
ご紹介 OK の際には、
レ点のご記入をお願い致します。

□
【ご紹介 OK 特典】

お写真を音楽に乗せたスライドショー
（￥15,000 相当）を無料でプレゼント◎　

white iris photography HP
お問い合わせ・お申込み＞

☎ 050-1113-1117

white iris photography 


