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映像演出商品に対するご不明な点は お気軽にお問い合わせください Mail : info@onevielette.com

STEP①

■ 映像について ■ 映像の流れ

写真を準備しよう！

写真を30枚ご準備ください（新郎様10枚・新婦様10枚・おふたり10枚）

写真の裏に フォトシールを表示順に貼ります

■ 現像された写真のご準備にはフォト専用袋をご使用ください

（例）新婦様 写真2枚目の場合「Photoxxxx.jpg」→「12.jpg」

■ 写真をデータでご準備される場合 ファイル名を [ 表示順 ] に変更してください

表

写真の向きに
合わせて
貼りましょう！

1

表

1

裏

裏

※ 上下を確認し写真の向きに合わせて フォトシールを貼ってください
※ 大切な写真が傷ついてしまいますので フォトシールは必ず写真の裏面に貼ってください

時間…約5分

写真…30枚

BGM…2曲／自由 写真 10枚
新郎様パート 新婦様パート

写真 10枚
おふたりパート
写真 10枚

ＢＧＭ 1曲目 ＢＧＭ 2曲目

キリヌキ写真を５枚ご指定ください
各パートで「キリヌキ写真」をご指定いただきます
特に指定がない場合はお任せ制作になります

紹介パートでも
使用されます

手や足など体のパーツが
映っていない写真

ご自身が小さく
映っている写真

新郎様パート（写真1～10）の中から
幼少期１枚・成人時代１枚

新婦様パート（写真11～20）の中から
幼少期１枚・成人時代１枚

おふたりパート（写真21～30）の中から１枚

新郎様パート

新婦様パート

おふたりパート

▼このような写真はキリヌキ写真に不向きです

幼少期・写真番号 成人期・写真番号

幼少期・写真番号

写真番号

成人期・写真番号
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STEP② コメントを準備しよう！

コメントシートをご記入ください

コメント例：
○○○○年○月○日
○○家の次男として誕生1

新郎

＊各写真に簡単なコメントを30文字以内でご記入ください　記入欄の右にコメント例がございますので参考にしてください
＊絵文字 顔文字はご利用できませんのでご了承ください
＊構成上 ご記入いただいた句読点は スペースや改行等に置き換えられます

STEP③ BGM を準備しよう！

ご希望のBGMをご記入ください
※ iTunesで購入可能なBGMに関しては
　 弊社でご用意させていただきます
※ その他のBGMをご希望の場合のみ
　 ご準備をお願い致します（メール・CD-Rなど）

■ 複数のバージョンが存在する曲の場合は、バージョン名も記入ください　例： ○○○ Wedding ver.

曲名①

アーティスト名①

曲名②

アーティスト名②

※ 資料提出が遅れた場合 制作スケジュールが変更になる可能性がございます

資料確認後
制作スタート!!

完成ディスクを
会場へ納品

披露宴にて
上映!!

挙式日
1-２週間前 当日

STEP④ 全ての資料を専用封筒へ！！
資料準備
パック
引き渡し!!

 ・ 真写［  ・ トーシトンメコ BGM（必要な場合のみ）］ を
同封して会場までお持ちください

挙式日1ヶ月前！



4枚目よりご記入をお願いします

■ キャンセル料金について

■ 写真追加について
＊写真の追加は1枚につき￥1,000（＋税）で承ります
※追加をご希望の場合は資料準備パックへ合計枚数を記入の上 会場担当者へお渡しください

＊資料が弊社に届き 挙式日1ヶ月前を過ぎた段階でキャンセルする場合 価格の50%のキャンセル料金が発生致します
＊制作された商品が会場に納品された段階でキャンセルする場合 価格の100%のキャンセル料金が発生致します

■ 納品後の修正について

＊納品後の写真・コメントの差し替えやＢＧＭの変更等 お客様のご都合による修正には
　別途￥5,000（+税）の修正料金をご負担いただきます

＊完成DVDは必ず事前にご確認ください

メールの場合

USBフラッシュメモリ
CD-R・DVD-Rの場合

注意事項 （修正・写真追加・キャンセルについて）

データでのご準備について （写真・BGM）

専用アドレス（info@onevielette.com）宛てにデータを添付してご送信ください

各メディアを資料準備パックに同封してください
※使用するデータのみ入れてください

※メール本文に①挙式日②ご両家様名③会場名④商品名を必ずご記入ください

記録されているデータの破損または消失が発生した場合 当社は一切の責任を負いかねます
お客様の大切なデータにつきましては  バックアップを作成していただくことを推奨しております
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記入欄には略字・旧字体・ローマ字等 表記は実際の動画で使用するものをご記入ください
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コメントシート（新郎様記入欄）

新 郎
プロフィール

生年月日(西暦で記入してください)

様
お名前
（漢字）

FURIGANA
（ローマ字）

西暦 日月年

西暦 日月年

挙

日
式

コメント例：
○○○○年○月○日
○○家の次男として誕生

コメント例：
いつもおどけてばっかり
だったオトンと今ではそっくりな僕

コメント例：
兄弟喧嘩ばかりだったけど
今は頼りがいのある兄貴です

コメント例：
こんな僕ですが
小学校の頃は学級委員だったんです

コメント例：
高校でもスポーツバカだったけど…
選抜で走ったのは良い思い出！

コメント例：
勉強よりもサークルに明け暮れた日々
大切な仲間ができました

コメント例：
同期の皆様  改めて言うのも
恥ずかしいですがいつもありがとう

コメント例：
毎日腹がよじれるほど笑いあった
○○と○○のおかげです

コメント例：
会社での仕事風景です
意外と頑張っているでしょ？

コメント例：
バカばっかりやる○○部メンバー
新年会が毎年楽しみです

Years old

Years old

Years old

Years old

Years old

Years old

Years old

Years old

Years old

Years old

1
新郎

2
新郎

3
新郎

4
新郎

5
新郎

6
新郎

7
新郎

8
新郎

9
新郎

10
新郎
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記入欄には略字・旧字体・ローマ字等 表記は実際の動画で使用するものをご記入ください

コメントシート（新婦様記入欄）

※旧姓をご記入ください

新 婦
プロフィール

生年月日(西暦で記入してください)

様
お名前
（漢字）

FURIGANA
（ローマ字）

西暦 日月年

Years old11
新婦

Years old12
新婦

Years old13
新婦

Years old14
新婦

Years old15
新婦

Years old16
新婦

Years old17
新婦

Years old18
新婦

Years old20
新婦

Years old19
新婦

コメント例：
中学の青春はバスケに捧げた
辛くても３人だと笑えたね

コメント例：
○○○○年○○家に
待望の女の子が誕生

コメント例：
夜泣きもせずぐっすり
今でも変わらず寝てばっかりです

コメント例：
みんなに驚かれるくらいの
仲良し３兄弟これからもよろしくね！

コメント例：
一番両親を困らせた時期
お父さんお母さん困らせてごめんね

コメント例：
悩んで相談すると黙って聞いてくれた
○○本当にありがとう

コメント例：
笑いすぎておなかが痛かった成人式
いつも笑いをありがとう

コメント例：
大好きな○○&○○
私の結婚を泣いて喜んでくれました

コメント例：
卒業後「クラスメイト」は
「一生の友」になりました

コメント例：
○○のサプライズ婚約報告には参った！
結婚しても毎年グルメ旅！



おふたりの出会った年（西暦）を記入してください
おふたり
プロフィール

コメント例：
学生時代　映画館の
アルバイトがきっかけで
交際が始まりました

コメント例：
交際○年目記念
観覧車でもらった
ピアスは今でも宝物

コメント例：
地元をはなれて
働き出した頃
「がんばれ」の手紙に
励まされた

コメント例：
久々のデートはいつも
楽しくて ずっと一緒に
いたいと考え始めました

コメント例：
遠距離がさみしくて
泣いて困らせた○年間
会える日が
待ち遠しかったね

コメント例：
プロポーズ
「一生大切にするよ」と
言われて大泣きしました

コメント例：
手作りの夫婦湯呑
新しい生活が始まります

コメント例：
ふたりで一個
楽しいこと
悲しいことも何でも
分けっこできるね

コメント例：
皆様からの応援があって
今の私達があります
本当にありがとう！

コメント例：
閉園に気づかないくらい
話が弾んで結局通用口から
帰ったね
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21
おふたり

22
おふたり

23
おふたり

24
おふたり

25
おふたり

26
おふたり

27
おふたり

28
おふたり

29
おふたり

30
おふたり

年　ふたりは出会いました

コメントシート（おふたり記入欄）



コメント例文集

・●年●月●日生まれ
 ●キログラムの元気な男の子
・親族一同が誕生を大喜び！
・なんと出産までに●時間もかかったそうです
・昔から人よりも体重は重かった…
・●●（お相撲さん等）にそっくりな私…
・●●（おばあちゃん等）に抱かれて嬉しそう
・初めて喋った言葉はなんと「●●」！

乳児期のコメント集
・私に弟が誕生！既にお姉ちゃん気取りです
・お母さんにべったりだった子供時代
・お父さんと結婚するって言ってました…ごめん！
・１日に２回は泣いていた超泣き虫
・このころからちょっぴり人見知り
・初めての ●● で大喜び！
・カリスマモデル並みのポージング！？
・●●（習い事等）の発表会ではりきってます

幼少期のコメント集

・セーラー服でちょっと大人気分！
・この頃から●●に興味を持つことに…
・●年生からプチ反抗期に突入！？
・友人に恵まれた学生生活 勉強は苦手でした
・このころは●●が流行っていたね 覚えてる？
・友人グループで初めての●●へ！
 今や 毎年の恒例行事です
・●●がくれた受験のお守りで無事合格！

中高生時代のコメント集
・友達100人を目指して いざ入学！
・ランドセルが身体よりも大きい！?小学校入学式
・幼馴染の●●ちゃん 今日も来てくれています
・昔は意外と真面目でした(笑)
・おてんばで毎日怪我だらけ  公園では泥だらけ
・お父さんは毎年●●に連れて行ってくれました
・運動会のリレーではいつもアンカー
・卒業式で号泣している私と●●ちゃん

小学生時代のコメント集

・一から仕事を教えてくれた●●さん
 酔うと人が変わります(笑)
・ミスすることもありますが
 同期がいつもフォロー ありがとう
・恒例の社員旅行 この日ばかりは部長もノリノリ
・プライベートでも仲よしな●●さん！
・結婚一番乗りの●●  今では立派なお母さん！
・●学生時代からの友人と 毎年恒例の●●会！

社会人時代のコメント集

・私たちのキューピッド 友人の●●ちゃん！
・彼の第一印象は 顔が怖い！
 でも実は笑うと可愛いです
・最初から 結婚する予感がしていました
・初デートは●●に！●●が楽しかった～！
・共通の趣味は ●●！毎週●曜日は趣味の日
・とにかくふたりとも●が好き！毎日でも食べたい！
・たまにはケンカもするけれど
 普段はとっても仲良しです
・社内恋愛 バレていなかったつもりです(笑)

新郎新婦が出会ってからのコメント集

・大学入学と同時に初めてのひとり暮らし
・●●学科の ●●ちゃんと
 一生わすれない 初めての●●旅行
・勉強よりもアルバイトに明け暮れた日々
・●●サークルに所属
 今でも●先輩は私の心強い味方です
・無事に学校を卒業！
 社会人への期待と不安でいっぱいでした

大学時代のコメント集

・なんと●●年もの遠距離恋愛！
・プロポーズはふたりの思い出の場所 ●にて！
・両家の初顔合わせ 全員緊張して顔が怖い！
・和やかなムードでの結納 緊張しました
・彼は結婚式までにダイエットに挑戦！
 成果は出てるかな？
・ふたりで区役所に婚姻届を提出！
 人生で一番ドキドキしたぁ～
・新居探しに悪戦苦闘 ここが私達の自宅です！
・一緒にプチギフト製作！この後期待していてね

スタンダードなコメントを集めましたので 是非参考にしてみてください
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POINT!さらに 写真に対しての説明だけではなく 来賓者に向けてのメッセージを意識すると
より伝わりやすいコメントになります!!

友人との写真なら
友人へ向けてのメッセージを★ 体育祭で優勝しました みんなと出会えた高校時代は

最高だったよ


