
 

 

 

                           2019 年 8 月 13 日 

ピクスタ株式会社 

 

ピクスタ株式会社（東京都渋谷区 代表取締役社長：古俣大介、東証マザーズ：3416）が運営する出張撮影プ

ラットフォーム「fotowa（フォトワ）」（https://fotowa.com/）は、2019 年 8 月 13 日より「フォトブック」の取扱いを開

始いたします。 

種類は、気軽に家族の日々をコレクションしやすい「JOY（ジョイ）」と記念日の思い出を残すのに最適な高級

厚紙製本の「STORY（ストーリー）」の 2 種類。各種、24 ページ版と 36 ページ版を用意しました。価格は、2,880

円（税抜）から。fotowa サイト内で、編集・決済まで完結できます。 

fotowa では国内で最も選ばれる出張撮影プラットフォームとして、今後も利用者の要望に応え、サービス向上

を目指してまいります。 

 
 

■商品概要 

 

商品名：JOY（ジョイ） 価格 
24 ページ ： 2,880 円（税抜） 

36 ページ ： 4,280 円（税抜） 

 

サイズ W150mm × H150mm 

製本 合紙製本（見開きフラット） 

色数 6 色印刷 

本体厚み 約 4～7mm 

本文用紙 特殊紙（黄味あり・かため） 

制作環境 スマートフォン／パソコン 

手頃な価格と厚みを抑えたソフトな仕様で、楽しい出張撮影の思い出を気軽に残せます。 

毎年、誕生日や記念日が来る度に、本棚に思い出のコレクションが増えていくのも「嬉しい」フォトブックです。 

出張撮影「fotowa」でオリジナルフォトブック制作が可能に 

記念日に最適な高級感ある仕様と、日常使いできる仕様の 2 種類を用意 

フォトブック新登場記念の期間限定、実質 10％割引キャンペーンも開催 

https://fotowa.com/


   

 

 

商品名：STORY（ストーリー） 価格 
24 ページ ： 8,880 円（税抜） 

36 ページ ： 10,980 円（税抜） 

 

サイズ W186mm × H186mm 

製本 合紙製本（見開きフラット） 

色数 6 色印刷 

本体厚み 約 11～22mm 

ケース厚み 約 17～27mm 

本文用紙 微塗工紙 （やや黄味あり） 

制作環境 スマートフォン／パソコン 

七五三、お宮参り、ニューボーンフォトなど、我が家らしい特別な記念日を「ストーリー」にして残せるフォトブッ

ク。高級厚紙製本で、専用ケースに表紙カバーがついているので長期保管も可能。プレゼントにも最適な高級仕

様です。 

 

⚫ 1 ページ毎の配置可能枚数は 1 枚となります。 

⚫ 縦写真・横写真も全体が入ります。 

⚫ 別途送料（税抜 616 円）がかかります。 

⚫ 注文完了後、8～11 日でお届け予定です。 

 

【フォトブック制作方法】 

fotowa の「フォトブック販売ページ」（https://fotowa.com/goods）または、ヘッダー内メニュー、もしくはマイペー

ジから「撮影案件一覧ページ」に行き、フォトブックにしたい撮影案件を選んで、制作したいフォトブックの種類を

選択。編集画面で、fotowa 内のアルバムにある写真からフォトブックに掲載したい写真を選んで順番に入れて

いくだけで制作できます。 

表紙にはタイトル・サブタイトル・著者名を設定可能。最終ページには、メッセージも書き添えられます。 

パソコンがなくてもスマートフォン画面で、サクサク制作できます。 
 

※fotowa で撮影した写真を受取完了後に制作できるようになります。 

※複数の撮影案件を一冊のフォトブックにまとめることも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たとえば、0 歳の時、1 歳の時と複数の撮影案

件を一冊にまとめると、ひと目で成長を実感で

きるフォトブックに。 

フォトブックにすることを見越して、同じ場所で同

じようなポーズを撮るのも楽しいです。（JOY） 

「STORY」は表紙と同じ写真を使った専用ケー

ス付。大切な思い出のフォトブックを、長くきれ

いに保存しておくのに最適。しっかりとした厚み

があるので、ケースに入れたまま、お部屋に立

てかけて飾るのもオススメです。（STORY） 

https://fotowa.com/goods


   

 

 

■フォトブックへのこだわり 

 

フォトブックは、数万種類から選びぬかれた紙と、肌や風景のグラデーションまで自然に表現する 6 色印刷な

どの品質を重視。 

また、フォトブックの編集操作も極力シンプルにし、fotowa サイト内で編集・決済まで完結できるようにすること

で、fotowa を主に利用する「忙しいママ」たちが、短時間でも制作できるように工夫を凝らしています。 

 

fotowa で撮影した写真が、フォトブックとして自宅に届き、家族団らんの時間や、子どもが寝静まった夜に「何

度でも手に取って見返したくなるような思い出の一冊」になることを願って機能開発しました。 

 

■期間限定キャンペーン 

 

キャンペーン期間中にフォトブックを注文完了された方に、購入したフォトブック価格（税抜）の 10％相当の

Amazon ギフト券をプレゼントいたします。 

※送料、消費税は対象外 

 

期間： 8 月 13 日～9 月 30 日中のご注文完了分まで 

 

例： 「STORY」36 ページ（税抜 10,980 円）を 1 冊購入した場合、1,098 円分の Amazon ギフト券をプレゼントい

たします。 

 

【Amazon ギフト券の送付条件】 

⚫ 景品はキャンペーン終了後、10 月 31 日までに fotowa 登録済みメールアドレスへお届けします。 

⚫ 複数アイテムをご購入いただいた場合、購入アイテムごとに 10%分の金額の Amazon ギフト券をメールで

お届けします。 

 

■「fotowa」について 

 

「fotowa（フォトワ）」は、撮影して欲しい人とフォトグラファーをつなぐ、個人向けの出張撮影プラットフォームで

す。 

 

マタニティ、ニューボーン（新生児）、お宮参り、誕生日、七五三、卒入園・卒入学、成人式、結婚式の前撮り・

後撮り、長寿祝いなどのライフイベントに加え、ちょっとしたプライベートのひとコマまで、撮影してほしいタイミン

グで、fotowa に登録されたフォトグラファーの中から、好みの作風のフォトグラファーを選んで出張撮影を頼む

ことができます。 

シンプルでわかりやすい料金設計と、写真をデータで受け取れる仕組みで現代のニーズに応え、ロケーション

撮影ならではの、自然体ながら効果的に演出された「ナチュラルでオシャレな写真」と共に「プロのフォトグラフ

ァーに撮影してもらう非日常体験」を提供します。 

また、登録フォトグラファーにも、自分の空き時間を有効活用し、新たな顧客との出会いを提供しています。 

 

2019 年 4 月からは商用利用専用の出張撮影サービス「fotowa biz」もスタート。企業の求人用撮影や商品撮

影、物件撮影など幅広く対応し、自社に合ったフォトグラファーとの出会いを提供しています。 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

■fotowa サービス概要 

概要 写真を撮って欲しい人とフォトグラファーをつなぐ家族向け出張撮影プラットフォーム 

撮影所要時間 60 分 

依頼料金 ［平日］19,800 円 ［土日祝］23,800 円 ※税抜価格 

［ギフト券］25,704 円 ※課税対象外 

※指名料、出張料、撮影料、データ納品料含む 

提供写真枚数 75 枚以上（すべてデータ納品） 

保証 全額返金保証 

サービス提供地域 全国 47 都道府県 

URL https://fotowa.com/ 

特徴 ● 作品・面談・実技の 3 審査を通過したフォトグラファーのみ登録 

● どのフォトグラファーを指名しても同一料金の明瞭会計 

● 撮った写真は完全データ納品 

● 納品された写真に満足できなければ全額返金保証 

● 出産祝いや結婚祝いに嬉しい出張撮影ギフト券のプレゼントも可能 

 

■fotowa biz サービス概要 

概要 企業とフォトグラファーをつなぐ、ビジネス利用向け出張撮影プラットフォーム 

撮影所要時間  60 分～4 時間（撮影内容による） 

依頼料金 39,000 円～72,000 円（税抜）  

※出張交通費、撮影料、データ納品料、著作権譲渡料含む 

提供写真枚数 15 枚～75 枚以上（すべてデータ納品） 

サービス提供地域 全国 47 都道府県 

URL  https://fotowa.com/biz 

特徴 ● 商用利用撮影案件の経験者を作品審査と面談で審査の上、登録 

● 撮影内容を入力することで適切なプランが分かる明朗会計 

● fotowa biz から適したフォトグラファー候補が提案され、ポートフォリを見て指名でき

る仕組み 

● 写真によるブランディングをサポート 

 

■ピクスタ株式会社 会社概要 

 

社名    ： ピクスタ株式会社 （東証マザーズ：3416） 

設立    ： 2005 年 8 月 25 日 TEL ： 03-5774-2692  FAX ： 03-5774-2695  URL ： https://pixta.co.jp/ 

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷 2-12-19 東建インターナショナルビル 5 階 

代表取締役社長：古俣 大介  資本金 ： 310,261 千円（2019 年 3 月末時点） 

事業内容：デジタル素材のオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営 /出張撮影プラットフォーム 

「fotowa」「fotowa biz」の運営 / 芸術家支援プラットフォーム「mecelo」の運営  

■取材に関するお問い合わせ先■ 

ピクスタ株式会社 経営企画部 広報担当：小林、塚田 

TEL：03-5774-2692／FAX：03-5774-2695／MAIL：pr@pixta.co.jp  

 

https://fotowa.com/
https://fotowa.com/biz
https://pixta.co.jp/
mailto:pr@pixta.co.jp

