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現像
ネガフィルム
リバーサルフィルム
白黒フィルム
RAWデータ現像

写真プリント
サービスサイズ
～B1サイズ（※最大幅1200mmも可能）

インクジェット出力
ポスター出力　B3～B0サイズ
看板用出力・横断幕出力
ラミネート加工

パネル製作
スチレンボード
木製パネル
複合板パネル

写真額装
写真額手配
裏打ち加工
マット台紙製作

パネル展示作業
展示用パネル手配
キャプション他案内パネル製作
写真展示作業等

◆写真製作販売 ◆パネル作成・展示作業

フォトコンテスト業務委託
チラシ・ポスター製作
チラシ・ポスター配布作業
応募作品管理作業
審査会手配
賞金賞品等発送作業
応募作品返却作業
入賞作品パネル化作業
写真展示企画等

写真デジタル化
フィルム
写真プリント・ポスター・チラシ等
文書資料デジタル撮影（古書・古地図・巻物等）
書籍・雑誌等、ブックスキャニング

デジタルデータ整理作業
ファイル名リネーム作業
台帳製作
インデックス出力
製本作業
メディア書込み

リメイクサービス（写真データ化）

シンプルビデオダビング

データ変換
各種フォーマット変換
書込み済みデータチェック（経年劣化チェック）

DVD・CD等

◆写真コンテスト企画代行業務◆アーカイヴサービス

2020 年7月 現在



大判ポスター印刷
ご注文は１枚からお受け致しております。素材は光沢・マット共に、紙ベースです。
イベント・展示会での追加・プレゼンテーション及び会議資料等で、是非ご利用下さい。

（※価格は別途お問い合わせください）

◆ポスター・パネルに適した素材

・

・

・

・

・

・

光沢紙光沢紙光沢紙 用紙幅：1,118mm

普通紙普通紙普通紙 用紙幅：1,118mm

ユポ紙ユポ紙 ユポ紙 （のり無し /合成紙・耐水紙）（のり無し /合成紙・耐水紙）（のり無し /合成紙・耐水紙）用紙幅：1,118mm

ユポ紙ユポ紙 ユポ紙 （のり付き /合成紙・耐水紙）（のり付き /合成紙・耐水紙）（のり付き /合成紙・耐水紙）用紙幅：1,090mm

A2 A1 A0
B2 B1 B0

420×594 ㎜ 594×841 ㎜ 841×1188 ㎜
515×728 ㎜ 728×1030 ㎜ 1030×1456 ㎜

クロスクロスクロス 用紙幅：1,118mm

画像ファイル（JPEG・TIFF等）
PDFアウトラインデータ(X-4PDF/X1-aOutlinePDF)
イラストレータ (～CC) フォトショップ (～CC)

Word Excel
入稿データ入稿データ入稿データ入稿メディア入稿メディア入稿メディア

USBメモリ CD DVD
SDカード 他

スキャニング（反射原稿）
（A3サイズ以上は別途）

A3
サイズ迄

微光沢紙微光沢紙微光沢紙 用紙幅：1,118mm

◆スキャニング処理 / ラミネート加工

◆CD/DVD データコピー・盤面印刷

◆額装、パネル加工等承ります
・ドライマウント加工（ウッドラックパネル加工）

CD/DVDを、デュプリケーターという専用の機械を使ってコピーします。
レーベル印刷はインクジェット方式のプリンターを使用し高品質な印刷を実現します。

1 枚からお受け致します。
・マスターCD/DVD支給にてコピー　　・レーベル印刷、ジャケット印刷
・ケースセット等

・アクリル加工 ・アルミ複合板加工 ・タペストリー用セット

◆その他メディア
・ターポリン (屋外用）+ハトメ加工 ・のぼり生地（昇華転写） ・トロマット /スエード他（昇華転写）

（出力からの作業のみ）
ラミネート加工 A2～

★屋内用

バナースタンド

安定した強度の定番 X バナー

バナー出力費・4 隅ハトメ加工費
データ製作費　別途相談

W400～600㎜ ×
H1,200 ～1.800 ㎜

W2.260×H2.260 ㎜
　　　　  ×D300 ㎜

W430㎜ ×H2,200 ㎜
                 ×D430 ㎜

9.5ｋｇ

2.9kg(未注水時)

W590～ 890㎜ ×
H1,500 ～ 2.000 ㎜

W600～2.000 ㎜
　　  × H2.000 ㎜

ストレートでもR型でも使えるスタンド

コンパクトに持ち運べるロールスタンド

背景用大型バナースタンド

★屋外用バナースタンド（他多数）

（屋内・屋外用）

Welcome!



パネル製作

印画紙プリント

写真額装

写真展示

写真パネル製作

「裏打ち」とは ... 写真展などで大伸ばし写真を展示する場合、裏打ちのないまま額装すると
写真が波打っているような「たわみ」（特に高光沢写真ですと目立ちます）がでますので、
裏打ちが必要となります。
■5枚入り　■基材：ユポ（ポリプロピレン）　■付属品：貼り合わせ補助シート、引き抜き用紙

・スチレンボード
・木製パネル
・複合板パネル

・グロッシー

・マット
・クリスタル

・写真額手配

・裏打ち加工
・マット台紙製作

・写真展示作業等
・展示用パネル手配
・キャプション他案内パネル製作

※価格、商品に関してはお気軽にお問い合わせくださいチラシ・ポスター・カタログ等デザイン制作

チラシ、ポスター、DM、カタログ、
展示用パネル、タペストリー、
スライドショー作成などご要望に沿った
デザインで作成いたします。
お気軽にお問合せください。



富士　金次郎

最優秀賞

20XX.XX.XX
第00回  ◎◎◎◎◎◎◎◎フォトコンテスト

○○○○○○

観光地名他　名称

インクジェット（表面PP貼り）+ スチレンボード周囲フレーム付

◆パネルの仕様一覧

木製パネル木製パネル

マット台紙マット台紙

写真プリント写真プリント

(周囲マット台紙有） （写真サイズでカット）

パネル厚みは25～40㎜程度です。

表面マットPP/スチレンボード貼り
アルミフレーム回し

（サンプル/展示写真）

デザインパネル仕上げパネル仕様

写真プリント木製パネル仕上げ

オリジナルタペストリー設営写真 展示写真例

富士　金次郎

最優秀賞

© smed_sg

富士　金次郎

最優秀賞

© smed_sg

20XX.XX.XX
第00回  ◎◎◎◎◎◎◎◎フォトコンテスト

◆写真賞状 ◆各種DM

◆クリアファイル・カレンダー・マグネット他

◆写真パネル

◆オリジナルフォトブック

※価格・数量に関してはお気軽にお問い合わせください

データ・パネル 制作費　データ支給にて　20,000円～

( 価格は全て税別表記です )

全てオリジナルでお作りします

ノベルティのご案内

◆オリジナルタペストリー

◆のぼり・ミニのぼり・手旗

ミニのぼり

クリアファイル

カレンダー

マグネット

***********

********

データ制作費+タペストリー+バナー  10,000円～

Welcome!
University

Welcome!
University

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

手旗 のぼり



基本料金

Ａ3見開き1頁 90円

【例】300dpi /ＴＩＦＦor PDF

( 税 別 )

※スキャン価格は1ページ当たりの
　価格となります。（見開きで 2ページ換算）
※書込みＤＶＤ代含む。（盤面印刷込み）

◆オプション (料金別途 )
Ａ4確認用ＩＮＤＥＸファイル
（例：1P 40コマ/1頁 ＰＰＣ出力）

1式 2,000円

ブックスキャナー

カラー／グレー／モノクロに対応。より色彩豊かな画像表現が可能になります。

（書籍関連デジタル化作業）

スキャンしたい面を上に向けてスキャンが
行えるため、本を押さえつけて傷が付くよ
うなことは一切ありません。

書籍原稿の原稿曲がりの補正や、綴じ部影の除去、
枠消し、センタリングなど、補正する機能がある
ため、美しい画像として取り込めます。

不定形用紙に限らず、付箋紙を貼った用紙やホッ
チキス止めをした用紙、厚みのある書籍などで
も、スキャン指定した範囲内に収まっていれば
自由にスキャンできます。

一般書籍から厚みのある書籍、シート原稿のとりこみも可能です。書籍原稿の原稿曲がりや文字縮み補正、綴じ部影除去、
枠消し等のブック補正機能や、画像に様々な効果を付加する画像編集機能などによりスキャン画像を美しく再現します。

◆出張撮影も行っております◆
最新のデジタル機器で丁寧に撮影いたします
・古地図分割撮影～統合データ作成
・立体物撮影
・古書撮影
・レプリカ作成等 ※別途御見積り

写真フィルム

カラーネガ

カラーポジ

冊子を
お預かり

モノクロ
高精細フィルムスキャナーでスキャン

A4インデックス出力

A4インデックス出力

スキャンデータを
DVD・CDに書込み

＜JPG・TIFF・PDF etc...＞

＜JPG・TIFF・PDF etc...＞

＜JPG・TIFF・PDF etc...＞

スキャンデータを
DVD・CDに書込み

スキャンデータを
DVD・CDに書込み

高精細ブックスキャナーでスキャン

分割パーツ繋ぎ+統合データ作成
分割撮影分
A4インデックス出力

古書・冊子

出 張 撮 影

20XX年XX月XX日

20XX年XX月XX日

20XX年XX月XX日

品
　
納

品
　
納

品
　
納

最新のデジタル機器で丁寧に撮影
・古地図分割撮影
・立体物撮影

・古書撮影
・レプリカ作成等

スキャンニング・デジタル化の流れ



新潟フジカラーがストリートビュー用
館内フォトを撮影します！
新潟フジカラーがストリートビュー用
館内フォトを撮影します！
新潟フジカラーがストリートビュー用
館内フォトを撮影します！

バーチャルツアーで館内を紹介！新規顧客を呼び込みませんか？

Google ストリートビュー

ストリートビュー（屋内版）とは？

画像をマウスでドラックまたは矢印をクリックすると施設内を歩くように見ることができます

Googleが世界的に提供しているサービスです。ストリートビューが施設の中まで入ってくるイメージで360°の
パノラマ写真で施設内をバーチャル体験することができます。
またGoogle検索やGoogleマップ上に掲載されますので、世界中のユーザーにお店をご紹介できたり自社ホーム
ページやブログにも埋め込むことができるので、PRツールとして集客効果が高いサービスです

・360°のパノラマ写真で事前に館内の様子を確認いただけるので、お客様に安心感をあたえ、
来館の心理的ハードルを下げることができます。
・自社ホームページやＳＮＳ、ブログに表示することで相乗効果が期待できます。
・日本語が読めない外国人の方へもパノラマ写真でアピールできます。
・月額費、更新費などランニングコストがかかりません。
・PC、スマホからの、Google、Google Mapからの検索画面で確認でき、PR効果が期待できます。

ストリートビュー（屋内版）導入メリット

 
事前打合せ 現地打合せ 現地撮影 専門オペレーターが

ストリートビュー画像に加工 ストリートビュー完成
GoogleGoogle

認定Photographerが撮影　

※1ヶ所で360°パノラマ画像を4枚撮影します。

ストリートビュー作成の流れ

ストリートビューの掲載場所

＋ ＋ ＋

■ 撮影箇所（回数）によって料金は変動致します。

■ 詳細は御打合せ後に御見積り致します。
■ 5箇所撮影の場合は￥50,000（税別）～　

検　索 Googleマップ

・ホームページ
・ブログ

・スマートフォン
・タブレット



シンプルビデオダビング
ビデオテープ・8mmフィルムから変換してDVDに書き込みます。（DVDプレーヤー可）
（対応テープ）デジタルメディアVHS／S-VHSVHS－C／SVHS-CミニDV/

8ミリビデオ/Hi-8デジタル8β（ベータ）（ベータカムは受付できません）

リメイクサービス

◆たくさんの思い出の写真を 1 枚の DVD に！◆
11

◆たくさんの思い出のビデオをDVD に！◆

写真（プリント）、フィルムをデータ化してDVDに書き込み （パソコン専用）
・写真プリントをスキャン、画像データに変換しDVDに集約（約300万画素）
・撮影済みのフィルム（ネガ / ポジ）を、画像データに変換してDVDに集約（約300万画素）
・高解像度スキャンの書き込みも対応（約1,000万画素）

各種メディア例 
USB/SDメモリーカード/miniSDカード/microSDカード/SDHCカード
 /miniSDHCメモリーカード/microSDHCメモリーカード/マルチメディアカード/
メモリースティック/メモリースティックDuo /メモリースティックPRO/
メモリースティックPRO Duo/コンパクトフラッシュカード etc...

◆昔の色褪せた写真を復元！◆

傷・ゴミ消し、モノクロ写真のカラー化

退色復元（カラー仕上げ）

着せ替え（和装）、モノクロ写真のカラー化

◆メディアデータ復元サービス

復元認識できない、データが消失した、など
各種記録メディアに保存した写真・動画データを復元。

※価格、商品に関してはお気軽にお問い合わせください

お問い合わせ先 総合フロント
〒950-0022 新潟市東区幸栄2-23-16

aula@nffuji.co.jphttp://www.fuji-icom.co.jp/
TEL  025-275-1382 FAX 025-271-1435



◆富士フイルム　ビューディー＆ヘルスケア商品

◆各種ノベルティ商品 ※価格、商品に関してはお気軽にお問い合わせください

※価格、商品に関してはお気軽にお問い合わせください

マグカップ トートバッグ クッション スマホケース（ハード） スマホケース（手帳）

ディズニーマグカップ

WALL DECOR　時を飾ろう

分割プリント　切ったり貼ったりって楽しい

Photo  ZINE　写真とことばにてざわりを

デザインコラージュプリント
   一枚の写真に魔法を

ワンダーシャッフルプリント/シャッフルプリント
　　　　スマホ写真を一枚に

ディズニートートバッグ ディズニークッション Tシャツ スマホリング

新潟フジカラー　フロント取り扱い商品

650

50
150

600

開口 400

開口
75

・フロアサイン

・フェイスシールド

アスファルト・コンクリート・レンガ・カーペット等、
屋内外の床に使用できる、短期用粘着メディア。
湿潤での C.S.R 値 0.7 以上 (※) をクリアした高い防滑性能。
※共同組合防滑業振興協会試験

※参考
サイズ：フリーサイズ
寸法：幅 330×高さ 220×スポンジ厚み 3mm
シールド厚み：0.18 ～ 0.2mm
材質　シールド部分：PET、スポンジ部分：ポリウレタン、
　　　ゴム部分：ポリエステル・ラテックスゴム
本体重量：約 55g 
梱包形態：個包装

【衛生用品のご案内】

【Ａ】 【Ｂ】

・軟質塩ビシート

素材：透明アクリル 3㎜
規格サイズ：850×580( ㎜ )　※受け渡し口 70×350( ㎜ )
付属：脚付き

※参考
本体サイズ：910 ㎜吊×50ｍ巻
厚み：0.2 ㎜ (1Ｍ単位～切り売り )

素材：透明樹脂 2㎜
規格サイズ：650×650( ㎜ )
※受け渡し口 75×400( ㎜ )

・エチケットガード

加工済の平板を折り曲げるだけ

透明板 2㎜使用



テーブル付きサインスタンド
本体サイズ：W246×D460×H1210mm
有効画面サイズ：H281×W194mm
有効画面サイズ：Ａ4(297×210 ㎜ )
テーブル有効サイズ：250×194 ㎜

<適用市販ボトルサイズ>
ポンプ式消毒液、容量 1リットル以下
本体サイズ：W100×D100×H300mm
消毒液ボトルの頭部の大きさがφ30mm以内

スタンド本体サイズ A4 タテ型：D303×W303×H1282mm
　　　　 　　　 A4 ヨコ型：D303×W306×H1195mm
有効画面サイズ　A4タテ型：W190×H277mm
　　　　　　　　A4ヨコ型：W276×H190mm

足踏みペダル式消毒液スタンド

・アルコール消毒液オートディスペンサースタンド

・アルコール消毒液オートディスペンサースタンド

・サインスタンド

アルコール消毒液オートディスペンサー付きスタンド。
置くだけなので必要な場所に簡単に設置できます。
ポンプに触れる必要もなく衛生的で使いやすい！
有効画寸法上部ポスターフレーム：A4ヨコ
仕様 高さ調整可能

オプション＜オートディスペンサー＞
●赤外線センサー方式　
●容量 1000ml　
●乾電池式 ( 単 2×4本 )

【Ａ】 【Ｂ】タテ型 【Ｂ】ヨコ型
【Ａ】

【Ｂ】

   アルコッシュPro

本体サイズ：D350×W330×H1400mm
色：シルバー
重量：約 3.0kg
材質＜スタンド＞
フレーム：アルミ　　ディスペンサー受け：ABS 樹脂
ベース：合板　　ポスター部：アルミ・PET
有効画寸法上部ポスターフレーム：A4ヨコ

オプション＜オートディスペンサー＞
●容量：350ml
●USB 充電式　　　フル充電所要時間：約 3～ 4時間
●ライトで充電時期をお知らせ
● 噴出量：10ml と 20ml で調整可能

足踏み式ペダルで、ポンプに触れずにと手指が消毒できます！

・ティッシュポケット付き抗菌マスクケース
素材：PP　サイズ：H205mm×W110mm
機能：抗菌印刷、ひとつのポケットにマスクとポケットティッシュをセット。

生地：ポリエステル
機能：接触冷感、吸水速乾、ＵＶカット

約 130 ㎜

約 67 ㎜

約 175 ㎜

約 40 ㎜

プリントデザイン枠

【オリジナル商品のご案内】
・オリジナルプリントマスク /クールタイプ：Ｍサイズ（※他サイズ、種類あり）



現像
ネガフィルム
リバーサルフィルム
白黒フィルム
RAWデータ現像

写真プリント
サービスサイズ
～B1サイズ（※最大幅1200mmも可能）

インクジェット出力
ポスター出力　B3～B0サイズ
看板用出力・横断幕出力
ラミネート加工

パネル製作
スチレンボード
木製パネル
複合板パネル

写真額装
写真額手配
裏打ち加工
マット台紙製作

パネル展示作業
展示用パネル手配
キャプション他案内パネル製作
写真展示作業等

◆写真製作販売 ◆パネル作成・展示作業

フォトコンテスト業務委託
チラシ・ポスター製作
チラシ・ポスター配布作業
応募作品管理作業
審査会手配
賞金賞品等発送作業
応募作品返却作業
入賞作品パネル化作業
写真展示企画等

写真デジタル化
フィルム
写真プリント・ポスター・チラシ等
文書資料デジタル撮影（古書・古地図・巻物等）
書籍・雑誌等、ブックスキャニング

デジタルデータ整理作業
ファイル名リネーム作業
台帳製作
インデックス出力
製本作業
メディア書込み

リメイクサービス（写真データ化）

シンプルビデオダビング

データ変換
各種フォーマット変換
書込み済みデータチェック（経年劣化チェック）

DVD・CD等

◆写真コンテスト企画代行業務◆アーカイヴサービス

2020 年7月 現在

・オリジナル風呂敷
素材：ポリエステル天竺　　サイズ：670 ㎜×670 ㎜
機能：四方縫製、転写片面

印刷：40ｘ5㎜、1色刷り　
機能：インク色＜黒、赤、青＞
銀イオンの効果で菌の増殖を抑制します。
抗菌効果で下記のウイルスに効果があります。
（コロナウイルス、インフルエンザウイルス、O-157 大腸菌、ビブリオ菌、MRSA、真菌類、黄色ブドウ球菌）

印字サイズ

＜実寸＞印字サイズ　40×5㎜

・抗菌ジェットストリーム（3色ボールペン）



TEL  025-275-1341

so-ki@nffuji.co.jp

総合企画室
〒950-0022 新潟市東区幸栄2-23 -16

http://www.fuji-icom.co.jp/kikakusitu/

F O R  C O M E R C H A L  U S E

総合フロント
〒950-0022 新潟市東区幸栄2-23-16

aula@nffuji.co.jp
TEL  025-275-1382 FAX 025-271-1435FAX 025-271-1435




