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シオノギャラリーの３つのお約束

お客様へのお願い

１．原版写真とほぼ同じに仕上げます
原版写真と見比べて100％に限りなく近づけての仕上がりをお約束します。

２．全ての商品を特急仕上げにいたします
おすすめ商品は即日（注文の当日及び翌日完成）、ほとんどすべての商品は3営業日以内に完成。
特にお急ぎのお客様は事前に必ずお問合せください。

３．撮影したその感動をそのままに
焼き増ししてお配りしたい。その気持ちを大切に必ずお届けします。

■『豊富な台紙』を取り揃えています！
お客様のお祝いのスタイルやご予算に合わせて豊富な台紙を取り揃えております。
焼き増しと一緒に台紙のセットでお申込みいただくと、時間と手間が省けますし、写真もそのまま大切に保管することができます。
弊社では写真を台紙に貼り付ける作業まで一括で行う写真台紙フルセットと台紙に貼り付ける作業はお客様に行っていただく写真台紙
セルフセットの２タイプのサービスを提供しておりますので、お客様に合うサービスをご利用いただけたらと思います。

■台紙付きの原版写真からの焼き増しは、必ず一旦台紙から剥がします
（台紙中枠付きで写真をスキャンした場合、窓枠の部分で中枠と写真の段差による陰が出るため、その部分は使えません。 
また、中枠で隠れている部分もスキャンされないため、焼き増し用のデータは原版写真に比べ大分小さくなります。
このデータを使い原版写真と同じサイズに拡大プリントすると、中枠に対して人物が迫ってしまいます。 
人物と中枠の隙間が狭くなる、もしくは無くなる、最悪の時は人物に中枠がかかってしまうなど、写真の台紙とのバランスが悪くなります。
台紙付きのお写真は、写真の台紙とのバランスが重要です。 台紙はがしは、焼き増しした商品が原版写真の台紙と同じように自然に
見える様にするために欠かせない作業です。

■お試し焼き増し
いきなり注文するのは心配だなとか、他にも焼き増しのお店はあるけど、ここは信用できるの？などという方は、お試し焼き増しや資料請
求でシオノギャラリーの品質をご確認ください。一度試していいな♪と思っていただきましたら、追加で注文ください。
お試しサンプルを確認していただく工程が入りますので、お試し3日間、追加注文3日間の納期を頂きます。 
特に初めて写真から写真への焼き増しサービスをご利用の方は、お試し焼き増しのご利用をお勧めします。

■デジカメのデータファイルを送付する際のお客様へのお願い
弊社の推奨画素数より低い場合は、焼き増しの品質が保証できませんので、予めご了承ください。 
また、デジカメのデータ以外にプリントされた写真がある場合はそれもお送りください。
同じ色合いになるように色調整して焼き増しいたします。（色合わせは別途料金） 
※色指定がなくお任せの場合は色合わせの料金は頂きません。

■焼き増しサービスのお客様が原版写真を弊社に送る際のお願い
お客様から弊社に原版写真を送る際は元払いにて（お客様送料負担）送付お願いします。 その際の運送業者の選択はお客様にお任せて
いますが、あえて弊社からの希望をお願いするならヤマト運輸（宅急便）を希望します。

■弊社にご来社されてのご相談＆ご注文を希望されてるお客様へのお願い
ご来社希望のお客様には事前にお電話にてのご予約を受付しています。弊社の都合とお客様のご都合が合う時の接客になりますが
よろしくお願いしたいと思います。

シオノギャラリーの『こだわりと品質』



焼き増しのご注文方法（1）
（1）焼き増しのご注文方法は以下の４つ方法がございます。

原版写真の送付方法

１．WEBサイトでオンライン注文 
お急ぎのお客様はこの方法が便利です。商品総額がカートを見ることで分かりますので、お見積りの代わりにもなります。ご注文手続きの
最終確認まで進めば、配送料も含めた総額を確認できます。「購入する」を押さなければ、ご注文は確定しませんので、「カートを見る」から
「カートを空にする」をクリックしてキャンセルすることも可能です。 
記入例をご用意いたしました。右の『ご注文記入例』ボタンをクリックすると、別ウィンドウで開きます。ご注文の画面と並べて表示するか、
印刷してご利用ください。   

２．資料請求後、カタログを見て申込書を郵送する 
商品カタログを郵送します。じっくり台紙を選んで頂き、申込書と原版写真を送付してください。アンケートに答えて同封して頂きますと、
1,000円割引きが適用されます。

３．ホームページから申込書を印刷して申し込み
WEBサイトのリンクからPDFの商品カタログ及び申込書をダウンロードして印刷して下さい。 商品カタログから商品を選び申込書に記入
後、原版写真と一緒に送付してください。 アンケート割引をご希望の方は資料請求をご利用下さい。 

４．注文内容を紙に書き、写真と一緒に送付する 
申込書が印刷出来ない場合は、適当な紙に注文内容をご記入いただき、原版写真と一緒に送付してください。
わからないことがありましたら、お電話（0120-596-380）でご連絡ください。 

焼き増しの原版がプリントされた写真の場合は、以下の送付手順でお願いします。

１．お客様から弊社に原版写真を送る際は元払い（お客様送料負担）にて送付をお願いします。 
２．原版写真（台紙付き）を段ボール紙等で挟み込むようにして梱包してください。 
３．受取確認が取れる運送業者・サービス（ヤマト運輸等）で送付してください。
４．梱包の上から『写真在中折り曲げ厳禁』と記入してください。

デジタルデータの送付方法

焼き増しの原版がデジタルデータの場合は、以下の送付方法からお選びください。

１．当WEBサイトからご注文時、ご注文画面のデータアップロードからファイルを選択してアップロードする 

       当WEBサイトからご注文時、  「ファイルのアップロード」をクリックし、ファイルを選択してアップロードしてください。

２．電子メールの添付ファイルで送る 
     送付先メールアドレス：info@siono-art.jp 申込書と照合しますので、メール本文に申込日とお名前を必ずご記入ください。
     ※送付先メールアドレスの入力間違いに注意！ 個人情報の取扱いに同意の上、お送りください。 
　一度のメールで送れる添付ファイルは10MBまでです。 データ容量が大きい場合は、３のファイル転送サービスをご利用ください。

３．ファイル転送サービス（宅ファイル便など）で送る 
     お届け先メールアドレス：info@siono-art.jp 
     申込書と照合しますので、伝言に申込日とお名前を必ずご記入ください。
     ※お届け先メールアドレスの入力間違いに注意！  個人情報の取扱いに同意の上、お送りください。

４．データを保存したCD-Rを送る 
　送付先：〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-14-6　アヴス・プリムス4F 
　シオノ・ギャラリー有限会社
　電話番号：0120-596380 
　※申込書と一緒にお送りください。原版写真がある場合はお写真も同梱してください。 



焼き増しのご注文方法（2）

５．焼き増し申込書に、申込日、申込者（氏名・住所・TEL・FAX・メールアドレス）を記入します。
申込者の住所と配送先が違う場合は、商品の配送先もご記入ください。

６．セットタイプ、型番、商品名、対象写真、希望数量、面数・サイズを記入します。
ニス表面保護加工及び表面加工（ラスター、マット、パール、サテン、グロッシーまたはプレミアムの何れか）は、
すべての焼き増し台紙セット・プリントの料金に含まれます。

●ニス表面保護加工について

【指紋や汚れなどがついても拭けばすぐとれる】
お写真は手に持って写真の表面を指で触って楽しむものです。ニス表面保護加工をすることにより指紋や汚れなどがついても拭けばすぐとれ
ます。また水などがついても安心で拭けばすぐとれます。

【高温多湿や低温結露の場所でもベタベタ波うち防止が可能】
写真の表面はもともとベタベタしていますが、高温多湿や低温結露のある日本では写真の表面がよりベタベタしたり、台紙や写真の表面など
の素材の違いから写真が波を打つことがあります。ニス表面保護加工をすることによりほとんどベタベタ波うちをなくすことができました。

１．最初にお写真（原版）のサイズと表面処理をご確認ください。

２．焼き増し写真と台紙のセット方法を決めます。
※フルセットとセルフセットの違いは、お写真の台紙への貼り付け作
業の有無です。セルフセットは、お客様ご自身でのセッティングにな
ります。その分お安くなっています。

※すべての写真台紙のフルセット及びセルフセット商品は、表面保
護のため、セット内容にニス加工が含まれます。

３．用途別に分類されて商品カタログから、お好みの台紙デザインを選びます。
商品カタログはP.9～P.17に掲載しています。

プリントサイズの規格は以下を参考にしてください。

・キャビネサイズ：127×176mm（窓枠寸法参考値：110×165mm）
・6切サイズ：203×254mm（窓枠寸法参考値：180×230mm）
・6切ワイドサイズ：165×254mm（窓枠寸法参考値：133×230mm）
・4切サイズ：254×305mm（窓枠寸法参考値：229×283mm）
・4切ワイドサイズ：203×305mm（窓枠寸法参考値：175×283mm）
・L判サイズ：89×127mm
・KG判サイズ：102×152mm（はがきサイズ）

・写真台紙フルセット（写真台紙＋中枠＋プリント＋台紙貼り付け）

・写真台紙セルフセット（写真台紙＋中枠＋プリント）

・台紙のみ

・プリントのみ

写真の表面処理は以下を参考にしてください。

・ラスター（絹目）　　　繊維の目のような規則的な凹凸がある場合
・マット（無光沢）　　　表面が平坦で光沢がない場合
・パール（微粒面光沢）  小さくて細かい微粒面で光沢がある場合
・サテン（艶消し光沢）　小さくて細かい微粒面で光沢がない場合
・グロッシー（光沢）　　表面が平坦で光沢がある場合
・プレミアム（超光沢）　鏡面に近い強い光沢がある場合

４．お写真の面数とサイズに合った商品を選びます。
焼き増しサイズは以下を参考にしてください。

・キャビネサイズ（中枠窓サイズ110×165mm）
  ※原版に集合写真が含まれる場合は、先輩の方には見づらくなるので向きません。
・6切サイズ（中枠窓サイズ180×230mm）
・4切サイズ（中枠窓サイズ225×約290mm）
・6切ワイドサイズ（ワイド中枠窓サイズ133×230mm）
・4切ワイドサイズ（ワイド中枠窓サイズ175×約290mm）

※集合写真のサイズ判定の目安（台紙付き写真の場合） 
窓枠の幅が230mmぐらいの場合、窓枠の天地が170mm未満なら、6切ワイドを選択ください。 
窓枠の幅が約290mmぐらいの場合、窓枠の天地が220mm未満なら、4切ワイドを選択ください。



焼き増しのご注文方法（3）

内容を確認後、請求書を発行いたしますので、１週間以内にお振込みをお願いいたします。
納期は、おすすめ商品は即日（注文の当日及び翌日完成）、ほとんどすべての商品は3営業日以内完成です。（台紙の在庫状況によって
は3営業日以上お時間頂戴する事がございます。予め御了承ください。）
★代金引換も承ります。（手数料は550円）　

14．合計金額を記入します。
セット1～5の合計＋送料＋代金引換手数料（オプション）を計算し、合計金額に記入します。

15．備考欄にご意見や連絡事項等がございましたらご記入ください。

16．原版写真、焼き増し申込書及びアンケート用紙（オプション）を梱包し、以下の住所に送付願います。
送付時の注意点
１．お客様から弊社に原版写真を送る際は元払いにて（お客様送料負担）送付お願いします。 
２．梱包は簡単でも原版写真（台紙付き）を段ボール紙などでサンドイッチしてください。 
３．受取確認が取れる運送業者・サービスで送付（ヤマト運輸等）してください。 
４．梱包の上から写真在中折り曲げ厳禁と書いてください。

送付先：〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-14-6　アヴス・プリムス4F 
　　　　　　　　　   シオノ・ギャラリー有限会社
　　　　　　　　　   電話番号： フリーダイヤル 0120-596-380

７．原版写真に合わせて台紙はがしのオプションを追加します。
焼き増しプリントの元になるデジタルデータを作成するために、オプションの追加が必要です。

・原版写真が「台紙付き写真」の場合：台紙はがし＋スキャニング＋色合わせ（1枚2,750円）を原版の枚数分追加します。
・原版写真が「写真」の場合：スキャニング＋色合わせ（1枚2,420円）を原版の枚数分追加します。
・データからの焼き増しで色見本のお写真の色に合わせたい場合：色合わせ（1枚2,200円）を原版の枚数分追加します。
・原版写真が「デジタルデータのみ」や「原版写真の流用」の場合：追加の必要はございません。

12．セット1～5の合計に相当する送料を記入します。（全国一律）

1万円未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ￥1,870（税込）
1万円以上2万円未満 ・・・・・・・  ￥2,200（税込）
2万円以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ￥2,750（税込）

８．台紙袋を選びます。（オプション）
台紙袋は、台紙袋対応表（P.19）を参考して、お選びください。

13．お支払方法を選択し、代金引換の場合は手数料（550円）を記入します。
銀行振込の場合は、振込手数料はご負担願います。

９．セット１の合計を計算して、小計に記入します。

10．セットが複数ある場合は、１～９を繰り返し、別セットの小計を記入します。

11．小計の合計を計算し、セット1～5の合計に記入します。

※個別配送は１件￥1,870（税込）にて承っております。ご注文時にご相談ください。



お試し焼き増し ご注文の流れ（１）
「婚礼集合写真以外」の写真から写真への焼き増しや「デジタルデータ」からのお試し焼き増しは出来ません。
恐れ入りますが1枚もしくは1冊単位でのご注文をお願いします。

○お試し焼き増しとは
原版の写真とそれを元に焼き増した台紙付き写真のクオリティーを見比べていただくためのサービスです。
写真から写真への焼き増しのクオリティーが御心配な方や、品質を確認して納得して焼き増しを利用したい方に
おすすめです。

元の写真と焼き増しした写真のクオリティー比較を正式注文の前に１冊（もしくは１枚）だけ焼き増ししてご確認
していただくサービスなので、デジタルデータからのお試し焼き増しは出来ません。１冊（もしくは１枚）での通常
の焼き増し注文でお試しください。

※お試し焼き増しは「有料」のサービスとなります。

１．WEBもしくは、このカタログからお申し込みください。

２．お試しの焼き増しをご利用される場合、台紙は以下となります。

ポートレートNo.66（ヨコ） 1面6切サイズ台紙フルセット ＋ （台紙はがし ＋ スキャニング ＋ 色合わせ）

弊社で原版写真に適した表面加工（6種類の表面加工から一番近い表面加工）を判断して加工します

３．WEBもしくは、このカタログに付いている、焼き増し申込書に申込内容を記入します。

４．原版写真と申込書（カタログからの場合のみ）を郵送します（元払い）
お試し希望のお写真を台紙ごと弊社に送ってください。

５．注文内容に沿って、シオノギャラリーで作業を行い、着払いで発送します。
3日以内にお客様にお試しの焼き増ししたお写真をお届けします。（送料はお客様負担とさせていただきます）
 （原版写真は弊社で大切に一時的にお預かりさせていただきます）

６．届きましたら、お客様自身でご確認ください。
【品質に満足いただけた場合】
追加注文をご依頼ください。納期は追加注文後3日以内となります。
受付処理後、お試し焼き増しの価格を含めたご請求書をお送りいたします。

【品質に満足いただけなかった場合】
焼き増しの代金はいただきません。Eメール、電話またはFAXでお知らせください。その時、理由もお聞かせください。
原版写真が台紙付きの場合は、元通りに復元してお返しします。 （送料はお客様負担とさせていただき、着払いで発送
いたします）



お試し焼き増し ご注文の流れ（２）
以下が、お試し焼き増しのご注文の流れを表したフロー図となります。



台紙はがし等の料金が有料な理由
○台紙はがしについて
台紙付き原版写真からの焼き増しの場合、まず原版写真を台紙から剥がして外します。台紙から剥がすのは二つの理由があります。
 一つはスキャンする際に写真にしっかりピントを合わせるために台紙中枠の厚みを無くすためです。
もう一つは、中枠で隠れている部分もスキャンする為です。
中枠で隠れている部分をスキャンしないと人物と中枠とのバランスを原版写真と同じにできなくなります。

原版写真や台紙を傷つけないようにペーパーセメントソルベント液（糊溶解はがし液）を台紙中枠及び原版写真との間に適量を注ぎ、糊を柔ら
かくして時間をかけてゆっくり無理な力をかけずに一枚一枚丁寧に剥がします。
その際、原版台紙に復元することも考え、見えない部分に天地や写真貼り付け位置のマーキングをします。

○スキャニングについて
写真からの焼き増しの場合、お写真をスキャナーでスキャニングします。 写真表面に糊が付いている場合には、ペーパーセメントソルベント液
（糊溶解はがし液）をふりかけて、エアーを吹きかけ飛ばしきれいにします。
写真表面は傷がつきやすいので、決して無理な力をかけて布などでこすったりしません。
写真を原稿台に合わせるときに、埃などゴミが入らないようにエアーを吹きかけ飛ばします。また原稿台も常にきれいにクリーナーで拭きます。

データで取り込んだ画像はモニターで拡大してエアーでとりきれなかった埃などを画像処理できれいにします。
またこの時お写真の隅々まできれいに画像として取り込まれているか確認いたします

弊社ではこの台紙はがし+スキャンニング+色合わせを原版写真1枚ごとに弊社独自のこだわりで他社にはない料金を頂いています。
当たり前ですが料金を頂戴する以上、手を抜かず実直に正直に極めて真面目に作業しています。

やり直しが全くないわけではございませんが、明確に料金をお客様から頂くからには、手を抜かずしっかりやるよう方針を転換してから、
やり直しの件数は激減しております。

必要な手間には正直コストがかかるということをお客様にご納得いただいた上、やり直しになることが非常に少ない弊社をご利用くだ
さることをお勧めします。

荷造り梱包送料がちょっと高めな理由
○荷造り梱包送料について
弊社ではネットショップではやや高めの荷造り梱包送料をお客様から頂いています。
これは弊社の商品は写真及び台紙であるからです。

お客様から弊社に原版写真を送るとき、受け取り方法でわかりますが、宅配送料は意外と高額です。 
また弊社からお客様に商品を発送する際には、お客様から原版写真が届いた時の何倍の大きさになります。 また重量も大きくかさみます。

商品が写真及び台紙である以上、届いた時に写真が折れ曲がっていたり、台紙の角がつぶれていたり 、
弊社でもその様なことがあり、その都度やり直していました。

現在、写真台紙専用の弊社オリジナルの箱を大小ご用意しております。この箱に丁寧に梱包して発送することによって、写真の折れ曲がりや、
台紙の角がつぶれることがなくなり、オプションの台紙袋も折り曲げず、まっすぐな状態でお客様のお手元にお届けすることができます。

また荷扱いには定評があり、時間指定も快く引き受けてくださるヤマト運輸宅急便で発送しています。
このような改善によって商品の荷物事故は100％なくなりました。

やり直しをどこまでも少なくするための挑戦はまだまだ続きますが、やや割高な荷造り梱包送料なっています。
これも弊社のやり直しをなくすための努力のコストです。

お客様にはご負担をおかけしますが、お客様の希望した日時に大切なお写真が、
高品質の写真台紙になって届かなければ何の意味もございません。

プロに有料でお任せした焼き増しだから、プロの高品質で希望通りに確実に届く。
当たり前のことに挑戦するために、お客様のご理解ご協力をお願いします。



お支払い方法　送料・納期

ご注文いただく際の注意点

○商品の完成時期について
おすすめ商品は注文の当日もしくは翌日、その他の商品は3営業日以内に完成します。   　
特にお急ぎのお客様は事前に必ずお問い合わせください。

○発送
支払方法が代金引換の場合、商品が完成次第すぐに発送します。 支払方法が銀行振込の場合は商品が完成後、
お振込み確認できましたら発送します。
また発送と同時にヤマト運輸のお問い合わせ伝票番号をメールにてご連絡させていただきます。

お客様から弊社まで中1日かかりますので、往復で4日配送にかかります。お急ぎの方はご相談ください。
（台紙の在庫状況によっては１週間以上お時間を頂戴する事がございますので予めご了承ください）。     

○特にお急ぎの方、納期が特にご心配な方
電話（0120-596-380） 
もしくはWEBサイトのお問合せフォームよりお問い合わせください。 
具体的にご回答いたします。

○以下の方法からお選びいただけます。
銀行振込 
代金引換…（支払い手数料 ￥550（税込）が加算されます）

 
※個別配送は１件￥1,870（税込）にて承っております。ご注文時にご相談ください。

○宅急便（ヤマト運輸）

■肖像権と著作権について
弊社焼き増しサービスは、実際にお写真に写っている方からのご依頼、著作権者の承諾を得たお写真のご依頼に限らせていただきます。 
少しでもご心配な点やわからない点ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。 親切丁寧にわかり易くご説明いたします。安心し
てご利用ください。

■弊社サービスの品質およびご注文時の注意
弊社のサービスは既製品ではなく、お客様のご依頼によるオーダーメイドの商品です。お客様のご都合による、焼き増し
作成に入った後のキャンセルや商品到着後の返品は出来ません。予めご了承ください。
焼き増し品質がご心配な方はお試し焼き増しをご利用いただき品質をご確認ください。

■原版写真の取り扱いについて
お客様からお預かりした原版写真は、慎重に原版写真を台紙から一旦剥がしてスキャンニングしてから元の台紙に復元します。
原版写真や元の台紙に傷などつかないようにしますので安心してご依頼をお願いします。

■お客様ご自身でのスキャニング
原版写真がお客様のお手元にあり、その原版写真をお客様ご自身でスキャンニングしたデジタルデータでの受付は出来ません。 画質が
十分でないことが多いことと、原版写真との色合わせができないためです。原版写真がお客様のお手元にある場合、必ず原版写真の送付
をお願いします。

■弊社サービスに不備があった場合
お届けした商品と原版写真と比べた時に明らかに違和感がある場合、もしくは商品に不備がある場合、誠実にやり直させていただきます。
その分お時間や御不便をおかけしますが、焼き増しサービスはお客様のご依頼によるオーダーメイドの商品のため、あらかじめご了承く
ださい。

お支払方法

配送料

お支払方法



高級婚礼用台紙

和紙無し

和紙有り 中枠別売中枠付き ワイドサイズ
中枠有り

ワイドサイズ
中枠無し

寿 V-1106

ブーケ V-375 パールホワイト

縦横兼用

縦横兼用

中枠別売和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠有り

アワーウェディング  ブルー
縦横兼用

中枠別売和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠有り

中枠付き和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

V-376／パールピンク
縦横兼用

中枠付き和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

プラチナアワーウェディング
縦横兼用

和紙無し
（ニス加工必須） 中枠別売

ワイドサイズ
中枠有り

アワーウェディング V-1108
縦横兼用

中枠別売和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠有り

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品



寿　シンプル (タテ)
寿　シンプル (ヨコ)

婚礼用台紙No.180

縦横兼用

婚礼用台紙 No.23 (ヨコ)
中枠付き和紙無し

（ニス加工必須）
ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙有り
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙有り
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠有り

横用

横用

縦用

中枠付き和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠有り

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

和紙無し

和紙有り 中枠別売中枠付き ワイドサイズ
中枠有り

ワイドサイズ
中枠無し

婚礼用台紙高級婚礼用台紙

黒

茶

白

ブレッシング／黒／白／茶

縦横兼用

縦横兼用

縦横兼用

中枠別売和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠有り



和紙無し

和紙有り 中枠別売中枠付き ワイドサイズ
中枠有り

ワイドサイズ
中枠無し

V-217／クリーム
縦横兼用 中枠付き和紙無し

（ニス加工必須）
ワイドサイズ
中枠無し

V-218／ブラウン
縦横兼用 中枠付き和紙無し

（ニス加工必須）
ワイドサイズ
中枠無し

★おすすめ商品

★おすすめ商品

お祝い台紙・七五三台紙



和紙無し

和紙有り 中枠別売中枠付き ワイドサイズ
中枠有り

ワイドサイズ
中枠無し

高級普通台紙
ポートレート台紙 V-67 中枠付き和紙無し

（ニス加工必須）
ワイドサイズ
中枠有り縦横兼用

★おすすめ商品

ポートレート台紙 V-208 ブラック
縦横兼用

中枠付き和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

NO.177ペーパーＳＱ台紙
クリーム／ブラウン

クリーム

ブラウン

縦横兼用

縦横兼用

中枠付き和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠有り

ブリリアントデイ
ピンク／ブルー／ホワイト

縦横兼用

縦横兼用

縦横兼用

ホワイト

ブルー

ピンク

中枠別売和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠有り



高級普通台紙
シェイプオブハピネス 

ブラック

縦横兼用

中枠別売和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠有り

ホワイト

縦横兼用

フラワー

縦横兼用

楕円中枠有り
（四切のみ）

和紙無し

和紙有り 中枠別売中枠付き ワイドサイズ
中枠有り

ワイドサイズ
中枠無し

楕円中枠有り
（四切のみ）

ブラウン

縦横兼用

シェイプオブハピネス　ブラック／ホワイト／ブラウン／フラワー／ピンク／ブルー



高級普通台紙

ブルー

縦横兼用

ピンク

縦横兼用

和紙無し

和紙有り 中枠別売中枠付き ワイドサイズ
中枠有り

ワイドサイズ
中枠無し

シェイプオブハピネス 中枠別売和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠有りシェイプオブハピネス　ブラック／ホワイト／ブラウン／フラワー／ピンク／ブルー



普通台紙

和紙無し

和紙有り 中枠別売中枠付き ワイドサイズ
中枠有り

ワイドサイズ
中枠無し

ポートレート台紙 No.66 (タテ)普通台紙 No.71 (タテ)

普通台紙 No.71 (ヨコ)

普通台紙 No.7 (タテ)

普通台紙 No.7 (ヨコ)

ポートレート台紙 No.35 ブラウン (ヨコ)

中枠付き和紙有り
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠有り

中枠付き和紙有り
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙有り
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙有り
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

ワイドサイズ
中枠無し中枠付き和紙有り

（ニス加工必須）

横用 横用

縦用

横用

縦用

横用横用

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品★おすすめ商品

★おすすめ商品

ポートレート台紙 No.66 (ヨコ)
中枠付き和紙有り

（ニス加工必須）
ワイドサイズ
中枠無し

縦用

★おすすめ商品

★おすすめ商品

普通台紙 No.37／クリーム (タテ)

普通台紙 No.37／クリーム (ヨコ)

中枠付き和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

横用

縦用

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

★おすすめ商品

ポートレート台紙 No.35 クリーム (ヨコ)



普通台紙

和紙無し

和紙有り 中枠別売中枠付き ワイドサイズ
中枠有り

ワイドサイズ
中枠無し

クラシックＬ／ベージュ (タテ)

クラシックＬ／ベージュ (ヨコ)
中枠付き和紙無し

（ニス加工必須）
ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

クラシック／ブラウン (タテ)

クラシック／ブラウン (ヨコ)
中枠付き和紙無し

（ニス加工必須）
ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

横用

縦用

横用

縦用

パステル／ピンク (タテ)

パステル／ピンク (ヨコ)
中枠付き和紙無し

（ニス加工必須）
ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

横用

縦用

リーフ／クチバ (タテ)

リーフ／クチバ (ヨコ)
中枠付き和紙無し

（ニス加工必須）
ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

横用

縦用

リーフ／コソメ (タテ)

リーフ／コソメ (ヨコ)
中枠付き和紙無し

（ニス加工必須）
ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

パステル／ブルー (タテ)

パステル／ブルー (ヨコ)
中枠付き和紙無し

（ニス加工必須）
ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙無し
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

横用

縦用

横用

縦用



普通台紙

和紙無し

和紙有り 中枠別売中枠付き ワイドサイズ
中枠有り

ワイドサイズ
中枠無し

彩／紙台紙いちょう (タテ)

彩／紙台紙いちょう (ヨコ)
中枠付き和紙有り

（ニス加工必須）
ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙有り
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

彩／紙台紙うめ (タテ)

彩／紙台紙うめ (ヨコ)
中枠付き和紙有り

（ニス加工必須）
ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙有り
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

彩／紙台紙わかくさ (タテ)

彩／紙台紙わかくさ (ヨコ)
中枠付き和紙有り

（ニス加工必須）
ワイドサイズ
中枠無し

中枠付き和紙有り
（ニス加工必須）

ワイドサイズ
中枠無し

横用

縦用

横用

縦用

横用

縦用



台紙中枠

中枠 TDNB（黒）角

中枠 TDNC（クリーム）角

中枠 TDNB（黒）角ワイド

中枠 TDNC（クリーム）角ワイド

中枠 TDNB（黒）4切楕円

中枠 TDNC（クリーム）4切楕円



古い写真の復元 キズ・ホコリ除去

名入れ シャープネス

シャドウアップ ハイキーダウン

トリミング

ホワイトバランス

背景トーン

シャドウ

写真のデータ化（CDR）

ぼかし・塗りつぶし ハイキー

台紙袋



プリント 台紙はがし+スキャニング+色合わせ

スキャニング+色合わせ

色合わせ台紙貼り付け



備考欄 （お伝えしたい事が御座いましたら御記入ください）

シオノギャラリー
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-14-6 　
アヴス・プリムス4Ｆ　TEL : 0120-596380　　
E-MAIL : info@siono-art.jp

【シオノギャラリー焼き増し申込書～記入例～】

https://siono-art.jp/
ホームページはこちら

冊（枚）数 価格

送料は着払いとなります

冊（枚）数 価格 冊（枚）数 価格 冊（枚）数 価格 冊（枚）数 価格

注文内容…ご希望をご指定下さい。

小計金額

 合計金額

セット1～5の小計金額+送料

台紙袋

台紙はがし / スキャニング
色合わせ

仕上がりの表面加工

希望数量

対象写真

商品名

型番

セットタイプ
（お選びください） 

お支払方法（手数料）

台紙のみ ・ プリントのみ
セルフセット ・ フルセット

台紙のみ ・ プリントのみ
セルフセット ・ フルセット

台紙のみ ・ プリントのみ
セルフセット ・ フルセット

台紙のみ ・ プリントのみ
セルフセット ・ フルセット

台紙のみ ・ プリントのみ
セルフセット ・ フルセット

セット１ セット２ セット３

※P22参照

※P20参照

※台紙袋 ナンバー × 枚数をご記入ください。

1. 台紙付きの原版写真からの場合
2. 写真だけの原版写真からの場合
3. データからの焼き増しで
　色見本の写真に色合わせする
4. データからの焼き増しで
　色見本の写真がない（0円）

台紙に貼る写真の特徴を
左から順番にご記入ください。

セット４ セット５ お試し焼き増し

セット1~5の小計金額：

銀行振込（振込手数料はご負担願います） 代金引換（手数料550円）

送料：

1. 台紙はがし＋ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
2. ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
3. 色合わせ　4.なし

1. 台紙はがし＋ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
2. ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
3. 色合わせ　4.なし

1. 台紙はがし＋ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
2. ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
3. 色合わせ　4.なし

1. 台紙はがし＋ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
2. ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
3. 色合わせ　4.なし

1. 台紙はがし＋ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
2. ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
3. 色合わせ　4.なし

単価：　　   円 単価：　　   円 単価：　　   円

面数・サイズ

お支払いは、正式な追加
注文時にお試し焼き増し
分（上記でお選びいただ
いた台紙）も合わせたご
請求となります

※お客様の原版写真を仮に、
集合写真…台紙付きで天地が狭いワイド写真（横）　白ウェディング…台紙付きの（縦）　色ドレス…データ（縦）
サイズは全て６切サイズといたします。

集合写真（横ワイド）

←原版の枚数

139,032円 2,500円

セット５
寿V-1106  キャビネサイズ  ２面  ２冊（キャビネサイズ・縦横兼用の商品）

セット1~5の小計金額： ＋ 送料 ＋ 手数料2,750円 550円

セット３
アワーウェディングブルー  ６切サイズ  ３面  ３冊　（縦横兼用台紙・ワイド中枠有の商品）

セット４
写真のデータ化（CDR書き込み）  写真１枚  ６切テストプリント表面加工付き

資料をご請求いただくとお得なアンケート割引があります。　詳しくはホームページ資料請求のページをご覧ください。

個別配送をご希望の方は、備考欄に「個別配送希望」と記入し、配送先リスト（お名前・住所・電話番号）と、配送の内訳をお送りください。
その際、原版写真の返却先を必ず明記してください。
個別配送は１件￥1,870（税込）にて承っております。１か所商品総額１万円未満でお願いします。

左から
白ウェディング（縦）
集合写真（横ワイド）
色ドレス（縦）（データ）

左から
白ウェディング（縦）
→サイズダウン
色ドレス（縦）→サイズダウン

集合写真→データ化

集合写真 白ウェディング

色ドレス

合計金額
（小計+送料+手数料）

お買上げ総額
（上記の合計金額）

※1万円未満は￥1,870
　1万円以上2万円未満は￥2,200
　2万円以上は￥2,750
　となります。

2021.4          

※対象写真は婚礼用集合写真
　のみとなります。

1. ﾎﾟー ﾄﾚｰﾄNo.66 （ヨコ）
　1面6切ｻｲｽﾞ台紙ﾌﾙｾｯﾄ
　　　　　　（4,478 円）
　台紙はがし＋ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
                          （2,750 円）
　合計金額   [ 7,228 円 ]

お試しの台紙は以下となります。
（価格は税込表示）

冊（枚）数 価格 冊（枚）数 価格 冊（枚）数 価格 冊（枚）数 価格 冊（枚）数 価格

セット1~5の小計金額： 送料：

単価：165  円 単価：    266円 単価：　　   円 単価：  194  円

原版写真と同じ
ラスター／マット
パール／サテン
グロッシー／プレミアム

単価：2,750 円

単価： 15,147 円 単価： 16,500円 単価： 11,000円 単価：　9,077円

port66-w6 ptow-4

１０冊
44,780円 75,735円 49,500円 11,000円 18,154円

48,470円 79,310円 50,298円 11,000円 18,542円

2,750円 2,750円

940円 825円 798円 388円

1枚 1枚

③×10枚 ⑤×5枚 ⑨×3枚 ⑧×2枚

集合写真（横ワイド）

左から
白ウェディング（縦）
集合写真（横ワイド）
色ドレス（縦）（データ）

ポートレートNo.66(ヨコ)
(ワイド中枠) 

プラチナアワーウェディング
（縦横兼用・ワイド中枠有）

単価：2,750円

単価：94   円

単価：    4,478 円

←注文冊数

原版写真と同じ
ラスター／マット
パール／サテン
グロッシー／プレミアム

原版写真と同じ
ラスター／マット
パール／サテン
グロッシー／プレミアム

原版写真と同じ
ラスター／マット
パール／サテン
グロッシー／プレミアム

原版写真と同じ
ラスター／マット
パール／サテン
グロッシー／プレミアム

１面６切

５冊

３面６切

207,620円 2,750円

207,620円

210,920円

アワーウェディング  ブルー
（縦横兼用・ワイド中枠有）

写真のデータ化（CDR）
６切テストプリント付

寿　V-1106
（縦横兼用）

３面６切 ６切 ２面・キャビネ

3冊 １冊 ２冊

ourwed-bl3 09681-8

色ドレス

台紙はがし＋スキャニング＋色合わせは、集合写真と白ウェディングの２枚になります。
色ドレスはお送りしたCD－Rのデータをお使いください。
セット５の注文は、セット２と３で使用した白ウェディングと色ドレスの６切サイズの写真を
キャビネサイズに縮小して使用します。

セット１
ポートレートNo.66（ヨコ）6切ワイドサイズ　1面　10冊（横専用台紙・ワイド中枠）

セット２
プラチナアワーウェディング 6切サイズ 3面 5冊（縦横兼用台紙・ワイド中枠有の商品）



備考欄 （お伝えしたい事が御座いましたら御記入ください）

シオノギャラリー
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-14-6 　
アヴス・プリムス4Ｆ　TEL : 0120-596380　　
E-MAIL : info@siono-art.jp

https://siono-art.jp/
ホームページはこちら

冊（枚）数 価格

送料は着払いとなります

冊（枚）数 価格 冊（枚）数 価格 冊（枚）数 価格 冊（枚）数 価格

注文内容…ご希望をご指定下さい。

小計金額

 合計金額

セット1～5の小計金額+送料

台紙袋

台紙はがし / スキャニング
色合わせ

仕上がりの表面加工

希望数量

対象写真

商品名

型番

セットタイプ
（お選びください） 

お支払方法（手数料）

台紙のみ ・ プリントのみ
セルフセット ・ フルセット

台紙のみ ・ プリントのみ
セルフセット ・ フルセット

台紙のみ ・ プリントのみ
セルフセット ・ フルセット

台紙のみ ・ プリントのみ
セルフセット ・ フルセット

台紙のみ ・ プリントのみ
セルフセット ・ フルセット

セット１ セット２ セット３

※P22参照

※P20参照

※台紙袋 ナンバー × 枚数をご記入ください。

1. 台紙付きの原版写真からの場合
2. 写真だけの原版写真からの場合
3. データからの焼き増しで
　色見本の写真に色合わせする
4. データからの焼き増しで
　色見本の写真がない（0円）

台紙に貼る写真の特徴を
左から順番にご記入ください。

セット４ セット５ お試し焼き増し

セット1~5の小計金額：

銀行振込（振込手数料はご負担願います） 代金引換（手数料550円）

送料：

単価：          円 単価：              円 単価：　　   円 単価：             円

1. 台紙はがし＋ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
2. ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
3. 色合わせ　4.なし

1. 台紙はがし＋ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
2. ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
3. 色合わせ　4.なし

1. 台紙はがし＋ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
2. ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
3. 色合わせ　4.なし

1. 台紙はがし＋ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
2. ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
3. 色合わせ　4.なし

1. 台紙はがし＋ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
2. ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
3. 色合わせ　4.なし

単価：              円

単価：    　　    円 単価：　 　　 円 単価：　 　　 円 単価：　 　　 円

単価：　　    円 単価：　　   円 単価：　　   円

面数・サイズ

お支払いは、正式な追加
注文時にお試し焼き増し
分（上記でお選びいただ
いた台紙）も合わせたご
請求となります

単価：              円

単価：         円

単価：    　　    円

セット1~5の小計金額： ＋ 送料 ＋ 手数料

【シオノギャラリー焼き増し申込書】
※原版写真と一緒に送付ください。その際、送料は元払い（お客様負担）でお願いします。

お試し焼き増しの場合は、お試し焼き増し
（黄色の欄）に○を付けてください。

申　込　日
年 月 日

申込者

氏名

ご住所
〒

フリガナ

フリガナ

TEL

FAX

メールアドレス

商品の配送先
（上記申込者と
異なる場合）

氏名

ご住所
〒

フリガナ

フリガナ

TEL

FAX

メールアドレス

合計金額
（小計+送料+手数料）

お買上げ総額
（上記の合計金額）

2021.4

※1万円未満は￥1,870
　1万円以上2万円未満は￥2,200
　2万円以上は￥2,750
　となります。

お試しの台紙は以下となります。
（価格は税込表示）

原版写真と同じ
ラスター／マット
パール／サテン
グロッシー／プレミアム

原版写真と同じ
ラスター／マット
パール／サテン
グロッシー／プレミアム

原版写真と同じ
ラスター／マット
パール／サテン
グロッシー／プレミアム

原版写真と同じ
ラスター／マット
パール／サテン
グロッシー／プレミアム

原版写真と同じ
ラスター／マット
パール／サテン
グロッシー／プレミアム

※対象写真は婚礼用集合写真
　のみとなります。

1. ﾎﾟー ﾄﾚｰﾄNo.66 （ヨコ）
　1面6切ｻｲｽﾞ台紙ﾌﾙｾｯﾄ
　　　　　　（4,478 円）
　台紙はがし＋ｽｷｬﾆﾝｸ＋゙色合わせ
                          （2,750 円）
　合計金額   [ 7,228 円 ]


