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＜質の良い製品サービスに、
【人の魅力】という付加価値を＞

しごとフォト
人の魅力に特化した企業PR
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長年、仕事に携われてきた方でも、

【自身の仕事姿】を目にする機会は少ないかも知れません。

仕事に打ち込む姿には、想像を超える感動があります。

そして、提供される商品やサービスが、

写真に映し出されるような眼差しで作られたものだと知ったら、

物質を超えた愛着や感動を感じられると、私達は思います。

全てのしごとにおいて、制作段階は陽の当たりにくい部分です。

私達が写真を通して届けたいと思っているのは、

【仕上がりを見せるまでに辿った人の想い・表情・ストーリー】です。

それを知ったり見ることは、物質の価値を超えて

＜この人だから、買いたい＞＜この方に、お願いしたい＞と、

＜購買の理由＞が【その人だから】という＜人の魅力＞になったら。

そんな思いから、しごとフォトは始まりました。

普段、私達が目にするのは、完成された商品やサービスですが、

そこには【しごとに携わる人の想い・挑戦のストーリー】があり、

それを作り上げた＜人の魅力＞が製品・サービスを支えています。

【人の魅力を知ることで、商品の良さがもっと見えてくる】

【物質の良さ・質の追求、値段への挑戦を超えて、

その＜人＞が生み出すものに惹かれている】

そんな循環の風を、しごとフォトを通して届けます。
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【しごとフォト】４つのプランのご案内

ライターが描く オンリーワンの人の魅力

しごとフォトweb版

掲載記事一覧リンク＞

写真撮影＋原稿作成・記事掲載まで

１

働き方改革×新しい福利厚生のカタチ

フォトブック・スライドショープラン

写真撮影＋フォトブック・スライドショーの作成

２

質の良い製品サービスに
【人の魅力】という付加価値を

人の魅力に特化した企業PRプラン

写真撮影＋印刷物の変更・デザイン構築まで

３

しごとに携わる表情・
人の魅力に特化したお写真の納品

お写真データお渡しプラン

写真撮影＋全お写真データの納品

４

各プラン詳細は、次ページにご案内しております→



しごとフォトweb版

しごとフォトweb版
【提供内容・お値段】

ライターが描く
オンリーワンの人の魅力

しごとに携わる表情を収めた
全お写真データ納品

販促活動に使用出来る写真データ

◇ヒアリング・取材打合せ
◇当日の撮影(2時間・～200枚超程度)

◇全お写真データ納品
◇オリジナルのレーベルデザイン
◇ライターが、取材を通して感じた
オンリーワンの人の魅力を描き、
弊社SNS・ブログ等にて、
記事を作成・ 掲載致します。

【撮影場所】ご指定の場所での撮影

【時間】 ２時間

【お値段】８万円 (分割払い可)

※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。

しごとフォトweb版では、
丁寧な取材を元に
専任のライターが、
貴社の魅力を描き出します。
第三者だからこそ描ける、
働く人の素顔と貴社の魅力を
取材記事として、
弊社SNSブログに紹介します。
取材を通して撮影した
全写真データを納品。
お写真は、販促活動にも
ご使用頂けます。

ヒアリングアンケート・
取材でお伺いさせて頂いた
内容を反映させながら、
記事を作成致します。
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）

しごとフォトweb版掲載記事一覧＞

写真撮影＋原稿作成・記事掲載まで

撮影した全お写真データを
納品。人の魅力に特化した
たくさんの表情を届けます。
データディスクレーベルは、
撮影したお写真を使用して、
オリジナルデザインを施して
お届けします。
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しごとに携わる表情を収めたフォトブック作成プラン

しごとに携わる表情を収めた
こだわりのフォトブック

※企業PRとしての作成は別プランとなります

フォトブックプラン
【提供内容・お値段】

◇ヒアリング・取材打合せ
◇当日の撮影(2時間・～200枚超程度)

◇全お写真データ納品
◇オリジナルのレーベルデザイン
◇プレミアムフォトブック（1冊）

【撮影場所】ご指定の場所での撮影

【時間】 ２時間

【お値段】８万円 (分割払い可)

※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。

全お写真データ納品
オリジナルレーベルデザイン

販促活動に使用出来る写真データ

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）

撮影した全お写真データを
納品。人の魅力に特化した
たくさんの表情を届けます。
データディスクレーベルは、
撮影したお写真を使用して、
オリジナルデザインを施して
お届けします。

仕事に打ち込む姿には、
想像を超える感動があります。
これまでの歩みに
確かな自信と誇りを持ち、
明日への活力に繋がる。
そんな想いを込めて作成致します。
フォトブックは、
大容量ハードカバー
プレミアム高級紙を用いた、
長期保存にも安心のクオリティで
お届け致します。

２



しごとに携わる表情を収めた 音楽に乗せたスライドショー作成プラン

◇ヒアリング・取材打合せ

◇当日の撮影(2時間・～200枚超程度)

◇お写真データ全データ納品

◇音楽に乗せたスライドショー

◇オリジナルレーベルデザイン

【撮影場所】ご指定の場所での撮影

【時間】 ２時間

【お値段】６万円 (分割払い可)

※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。

仕事に打ち込む姿には、
想像を超える感動があります。
仕事を通じて向き合ってきた
時間、これまでの歩みに確か
な自信と誇りを持ち、明日へ
の活力に繋がる。そんな想い
を込めて作成致します。
音楽に乗せたスライドショー
は、静止画とは違った感動体
験を与えます。 ※企業PRとしての作成は別プランとなります

しごとに携わる表情を収めた
音楽に乗せたスライドショー

全お写真データ納品
オリジナルレーベルデザイン

販促活動に使用出来る写真データ

スライドショープラン
【提供内容・お値段】

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）

撮影した全お写真データを
納品。人の魅力に特化した
たくさんの表情を届けます。
データディスクレーベルは、
撮影したお写真を使用して、
オリジナルデザインを施して
お届けします。

２



人の魅力に特化した企業PR プラン

人の魅力を詰め込んだ
こだわりのフォトブック・
小冊子・印刷物等の作成

◇ヒアリング・取材打合せ

◇当日の撮影(2時間・～200枚超程度)

◇お写真データ全データ納品

◇オリジナルのレーベルデザイン

◇ご相談のうえで決定した作成物の

原稿・キャッチコピー作成、

デザイン・コンセプト構築・

ディレクション等

◇HPなどに掲載用の文章寄稿も可

【撮影場所】ご指定の場所での撮影

【時間】 ２時間

【お値段】15万円～

(印刷代金は含まず・分割払い可)

※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。
※印刷代金は、希望の作成物・
数量により別途発生致します。

ヒアリングアンケート・
取材でお伺いさせて頂いた
内容を反映させながら、
相談の上決定した印刷物等を
作成致します。
撮影から納品までは
１か月半程を予定しております。
（※状況により前後あり）

【人の魅力に特化した
企業PRプラン】では、

製品やサービスが完成するまでの
ストーリー、しごとに携わる人の
表情を視覚化することで、
付加価値を与えることを
コンセプトに、人の魅力や
貴社のこだわりを
詰め込んだオリジナルの
フォトブックカタログ・小冊子
等の作成を承ります。

写真撮影＋印刷物等の原稿・デザイン構築まで

企業PRプラン
【提供内容・お値段】

しごとに携わる表情を収めた
全お写真データ納品

販促活動に使用出来る写真データ

撮影した全お写真データを
納品。人の魅力に特化した
たくさんの表情を届けます。
データディスクレーベルは、
撮影したお写真を使用して、
オリジナルデザインを施して
お届けします。

３



お写真データお渡しプラン

しごとに携わる表情を収めた
人の魅力に特化した写真

お写真データお渡しプラン
【提供内容・お値段】

◇ヒアリング・取材打合せ
◇当日の撮影(2時間・～200枚超程度)

◇全お写真データ納品
◇オリジナルのレーベルデザイン

【撮影場所】ご指定の場所での撮影

【時間】 ２時間

【お値段】５万円 (分割払い可)

※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。

全お写真データ納品
オリジナルレーベルデザイン

販促活動に使用出来る写真データ

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）

データディスクレーベルは、
撮影したお写真を使用して、
オリジナルデザインを施して
お届けします。

販促活動にもご利用いただける
全お写真データを納品。
人の魅力に特化した表情を
たくさん収めてお届けします。

４



製品完成までの過程・職人さん・施工主さんの表情を収めたフォトブック作成プラン

質の良い製品に、
人の魅力という付加価値を

こだわりのフォトブック

◇ヒアリング・取材打合せ
◇ご相談の上決定した撮影シーンの撮影
◇プレミアムフォトブック

(施工主様用1冊)

【撮影場所】ご指定の場所での撮影
【撮影回数】 ２回
【お値段】８万円

※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。
※撮影回数は2回まで。
以降の撮影の追加は、１万円/回となります

製品が完成するまでの
ストーリー・職人さんの表情を
視覚化することで、
付加価値を与えることを
コンセプトに、
フォトブックを作成します。
ハードカバー・
プレミアム高級紙を用いた、
長期保存にも安心のクオリティで
お届け致します。

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）

※お客様に施工契約の際の
オプションとして
ご検討頂けるプランとなります。
企業PRとしての作成は
別プランとなります

施工中~引き渡しまでの様子な
どをフォトブックに残す事で、
より物件に愛着が湧いてくる。
サービス向上などのオプション
メニューとしてご検討下さい。
※フォトブックのご用意は、
お客様用一冊のご用意となります。

お客様・
施工主様
お渡し用

撮影からお渡しまで

フォトブックプラン
【提供内容・お値段】

事業者様向けお客様満足度向上のための導入プラン



しごとフォト提供内容・値段表一覧

しごとフォトweb版

【お値段】８万円

【提供内容】

◇ヒアリング・取材打合せ (撮影人数お一人)

◇当日の撮影(2時間・～200枚超程度)

◇お写真データ全データ納品

◇オリジナルのレーベルデザイン

◇ライターが、取材を通して感じた

オンリーワンの人の魅力を描き、

弊社SNS・ブログ等にて、

記事を作成・ 掲載致します。

フォトブック・
スライドショー作成プラン

【お値段】
フォトブック ８万円
スライドショー ６万円

【提供内容】

◇ヒアリング・取材打合せ (撮影人数お一人)

◇当日の撮影(2時間・～200枚超程度)

◇お写真データ全データ納品

◇オリジナルのレーベルデザイン

◇ハードカバープレミアムフォトブック

または音楽に乗せた

スライドショーの作成

お写真データお渡しプラン

【お値段】５万円

【提供内容】

◇ヒアリング・取材打合せ (撮影人数お一人)

◇当日の撮影(2時間・～200枚超程度)

◇お写真データ全データ納品

◇オリジナルのレーベルデザイン

人の魅力に特化した企業PRプラン

【お値段】15万円

撮影・印刷物等の原稿デザイン構築まで

◇ヒアリング・取材打合せ (撮影人数お一人)

◇当日の撮影(2時間・～200枚超程度)

◇お写真データ全データ納品

◇オリジナルのレーベルデザイン

◇ご相談のうえで決定した作成物の原稿・

キャッチコピー作成、デザイン・

コンセプト構築・ディレクション
※印刷代別途



お申込みから撮影・お渡しまでの流れ

１．お申込み

下記お申込みリンクより・
メール・お電話にて承ります。

Tel 050-1113-1117
Mail )
white.iris.heart@gmail.com

２．撮影のための
ご案内書を郵送致します

撮影のための
ご案内書を郵送致します。
同封されております
撮影用アンケートへご記入の上、
返信用封筒にて返信下さい。

３．撮影当日

事前に相談確認を
させて頂きながら、
２時間程度、
取材・撮影を
させて頂きます。

４．制作・納品

ヒアリングアンケート・
取材でお伺いさせて頂いた、
貴社の想い・
大切にしていることなどを
反映させながら、
各プランに対応する作品や、
印刷物等を作成致します。
撮影から納品までは１か月程・
企業PRプランは
作成内容により
2か月程度を予定しております。
（※状況により前後あり）

HP blog facebook

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

Mail   white.iris.heart@gmail.com

Tel  050-1113-1117
Adress 茨城県つくば市要1-18

white iris photography

https://hinata28.wixsite.com/cotocoto
mailto:white.iris.heart@gmail.com




one and onlyフォト【最愛】提供内容・値段表一覧

【お値段】８万円

フォトブック作成プラン

【提供内容】

◇ヒアリング・取材打合せ (撮影人数お一人)

◇当日の撮影(2時間・～200枚超程度) 

◇お写真データ全データ納品

◇ハードカバープレミアムフォトブック

◇オリジナルのレーベルデザイン

【お値段】６万円

スライドショー作成プラン

【提供内容】

◇ヒアリング・取材打合せ (撮影人数お一人)

◇当日の撮影(2時間・～200枚超程度) 

◇お写真データ全データ納品

◇音楽に乗せたスライドショー

◇オリジナルのレーベルデザイン

【お値段】５万円

お写真データお渡しプラン

【提供内容】

◇ヒアリング・取材打合せ (撮影人数お一人)

◇当日の撮影(2時間・～200枚超程度) 

◇お写真データ全データ納品

◇オリジナルのレーベルデザイン



この度は、white iris photographyの写真にご興味頂き、誠にありがとうございました。

ホワイトアイリスの撮影は【取材と撮影がセット】になっていて、
お話させてもらう時間を何より大切にしています。

【人生に起こる体験と選択】
＜こんな体験を通して、こんな選択をした。それを通して、こんなことを感じ思った＞
人生に起こる様々な出来事を通して感じ、見つけた大切なこと・大切な人・想い。

そんな体験と選択は、内側から溢れるような＜オンリーワンの魅力＞となって、
自然と被写体の方の深い部分・本質的な魅力が、写真として映し出されるのかもしれない
と、私達は感じています。
・
・
そのため、撮影前の取材・ヒアリングを通して、お話させて頂く時間を大切にしています。
しごとフォト【人の魅力に特化した企業PR】
医療・介護の分野における写真というケアの形・one and only フォト【最愛】など、
その他多彩な撮影コンセプトをご用意しております。
写真を通して、お手伝い出来ることがございましたら幸いです。
お問い合わせ・ご相談も下記メールアドレスより受付しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

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

Mail   white.iris.heart@gmail.com

Tel  050-1113-1117
Adress 茨城県つくば市要1-18

white iris photography

white iris 
photography

内側から溢れるオンリーワンの魅力

豊かで自然な表情

https://hinata28.wixsite.com/cotocoto
mailto:white.iris.heart@gmail.com

