
 
 
 
 
 
 

 

 
 

富士フイルム株式会社（社長：助野
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昨今、小型軽量で持ち歩きやすい高性能なミラーレスデジタル

を趣味とする方が増えています。当社は、撮影した画像を高画質な銀写真プリントで出力し、「作品」にしてお届け

する「プレミアムプリントサービス」を昨年

今回、撮影に関する知識や技術の向上を図り、より良い「作品」

サービス」を新たに開始いたします。専用

いただけます。 

 

「学習プリント」は、写真画像と共に各種

サービスです。“撮影情報”とその“結果

返りたい時や次回撮影時の参考としてご活用いただけます。

「講評サービス」は、撮影・プリントに

アドバイザーが、写真画像と撮影情報をもとに

の選び方まで、より良い「作品」に仕上げるための

 

富士フイルムは、今後も時代と共に多様化するお客様のニーズにお応えし、便利で付加価値の高い製品・

サービスをご提供すると共に、「撮る、残す、飾る、そして贈る」という写真本来の価値を伝え続けていきます。
 

「学習プリント」 イメージ画像 

銀写真ならではの色再現を実現

写真の腕を上達させたい

「学習プリント

 

富士フイルム株式会社（社長：助野 健児)は、撮影した写真を高画質な銀写真プリントで作品に仕上げて

お届けする「プレミアムプリントサービス」において、写真の腕を上達させたい方に最適な

撮影感度や絞り、シャッタースピードなど撮影情報※1 を写真画像とともに

「作品」に仕上げる際におすすめの印画紙などのアドバイスを行う

mmall.jp/premium/）と当社が認定する写真店※2 で注文受付を

高性能なミラーレスデジタルカメラの急速な普及により、

当社は、撮影した画像を高画質な銀写真プリントで出力し、「作品」にしてお届け

する「プレミアムプリントサービス」を昨年 10 月にスタートし、多くのお客様に大変ご好評いただいております。

技術の向上を図り、より良い「作品」を求める方に向けた、

専用サイトや店頭の PC から画像データを送信するだけで簡単にご利用

に各種撮影情報※1 を 2L サイズ（127×178mm）

結果”である写真が一目で確認できるため、撮影した写真

としてご活用いただけます。 

撮影・プリントに関する豊富な知識と経験を有する当社認定

画像と撮影情報をもとに、構図や撮影時のカメラ設定などの撮影

仕上げるためのアドバイスを行うサービスです。 

富士フイルムは、今後も時代と共に多様化するお客様のニーズにお応えし、便利で付加価値の高い製品・

サービスをご提供すると共に、「撮る、残す、飾る、そして贈る」という写真本来の価値を伝え続けていきます。

実現する高品質な仕上がりの「プレミアムプリントサービス

させたい方に最適な２つのサービスが新登場

プリント」・「講評サービス」提供開始

    
 
 
 
 

 2019 年 8 月 22 日 

撮影した写真を高画質な銀写真プリントで作品に仕上げて   

に最適な 2 つのサービスを提供

を写真画像とともにプリントできる「学習  

を行う「講評サービス」を、本日 

注文受付を開始いたします。 

カメラの急速な普及により、本格的な写真撮影

当社は、撮影した画像を高画質な銀写真プリントで出力し、「作品」にしてお届け

月にスタートし、多くのお客様に大変ご好評いただいております。  

た、「学習プリント」と「講評  

から画像データを送信するだけで簡単にご利用  

）にプリントしてご提供する   

した写真の設定条件を振り 

認定のプロフェッショナル      

撮影技術やオススメの印画紙

富士フイルムは、今後も時代と共に多様化するお客様のニーズにお応えし、便利で付加価値の高い製品・    

サービスをご提供すると共に、「撮る、残す、飾る、そして贈る」という写真本来の価値を伝え続けていきます。   

「講評サービス」 

イメージ画像 

プレミアムプリントサービス」に 

新登場！ 

提供開始 

 



＜プレミアムプリントサービスについて＞

「プレミアムプリントサービス」は、幅広い種類

以上から選べるプリントサービスで、深み

立体感ある仕上がりに、コンテストへの応募やご自身の作品を高品質なプリントで残したい写真愛好家を中心に

高い評価をいただいています。 
 

※1： デジタルカメラでの撮影時に記録される、ファイル名

シャッタースピード/絞り/感度/露出補正/ホワイトバランス

※2： 長年店頭でお客様に対し撮影技術やプリントに関するアドバイスを行ってきた実績のある写真店で、かつ「プレミアムプリン

サービス」のご提供に必要なプリントサンプルや本サービス用に色調補正されたモニターなどの導入店。

 

 

１．注文受付開始日 

    2019 年 8 月 22 日 

専用サイト（https://fujifilmmall.jp/premium/

    ※注文受付が可能な店舗の一覧は専用サイトに掲載します。

     

２． 仕様について 

 

２L サイズのプリントに、撮影画像がその撮影情報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 「学習プリント」 

＜プレミアムプリントサービスについて＞ 

幅広い種類のプリントサイズと、印画紙の組み合わせが全部で

深みのある色調と豊かな階調表現から生まれる銀写真プリントならではの

立体感ある仕上がりに、コンテストへの応募やご自身の作品を高品質なプリントで残したい写真愛好家を中心に

ファイル名/年月日_時分秒/メーカー名/機種名/レンズ焦点距離

ホワイトバランス/測光モードなどの Exif 情報の一部。 

長年店頭でお客様に対し撮影技術やプリントに関するアドバイスを行ってきた実績のある写真店で、かつ「プレミアムプリン

サービス」のご提供に必要なプリントサンプルや本サービス用に色調補正されたモニターなどの導入店。

記 

https://fujifilmmall.jp/premium/）、または写真店を通じて注文受付開始

※注文受付が可能な店舗の一覧は専用サイトに掲載します。 

サイズのプリントに、撮影画像がその撮影情報(Exif)とともにプリントされます。 

撮影情報(Exif)： 

ファイル名/年月日_時分秒/メーカー名

解像度（ピクセル数）/シャッタースピード

ホワイトバランス/測光モード/カラークロームエフェクト

フィルムシミュレーション※ 

※富士フイルム デジタルカメラ「

撮影した場合のみ表示されます。

「学習プリント」は、写真教室や写真クラブでの講評会にもご利用

いただけます。 

組み合わせが全部で 200 通り  

ある色調と豊かな階調表現から生まれる銀写真プリントならではの

立体感ある仕上がりに、コンテストへの応募やご自身の作品を高品質なプリントで残したい写真愛好家を中心に

レンズ焦点距離/解像度（ピクセル数）/

長年店頭でお客様に対し撮影技術やプリントに関するアドバイスを行ってきた実績のある写真店で、かつ「プレミアムプリント

サービス」のご提供に必要なプリントサンプルや本サービス用に色調補正されたモニターなどの導入店。 

注文受付開始 

メーカー名/機種名/レンズ焦点距離/ 

シャッタースピード/絞り/感度/露出補正/ 

カラークロームエフェクト※/ 

デジタルカメラ「X シリーズ」「GFX シリーズ」で、  

撮影した場合のみ表示されます。 

」は、写真教室や写真クラブでの講評会にもご利用 



 

 

2L サイズの「学習プリント」を A4

アドバイザーが、お客様の画像の構図や撮影時のカメラの設定などの撮影技術に関することや、画像をプリント

する時にオススメの 印画紙など「作品」を仕上げるた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

金属製パネルに加工することで、壁に飾ると写真が壁面から浮かびあがるようにみえる「ミュージアム加工」

に、アルミ製のパネルを採用することで従来の

ラインアップいたします。写真表面を鏡のように美しく仕上げ、作品の存在感を一層際立たせるため、より本格的

な作品づくりとその展示に貢献いたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 「講評サービス」 

■ 店頭注文イメージ 

３． 新たなラインアップ「超平滑パネル」

厚さ 0.8mm のアルミ板を利用。

※台座は取り外すことが出来ません。

A4 サイズの専用用紙に貼り付けてご提供します。プロフェッショナル

アドバイザーが、お客様の画像の構図や撮影時のカメラの設定などの撮影技術に関することや、画像をプリント

印画紙など「作品」を仕上げるためのアドバイスをいたします。 

金属製パネルに加工することで、壁に飾ると写真が壁面から浮かびあがるようにみえる「ミュージアム加工」

アルミ製のパネルを採用することで従来の金属製パネルよりさらに平滑性を向上させた「超平滑パネル」を

ラインアップいたします。写真表面を鏡のように美しく仕上げ、作品の存在感を一層際立たせるため、より本格的

な作品づくりとその展示に貢献いたします。 

画像や、被写体にあった印画紙の選択、色調

などを、店頭スタッフに相談しながらご注文いただけます。

実際の印画紙のサンプルもご確認いただけます。

「超平滑パネル」 

のアルミ板を利用。 

※台座は取り外すことが出来ません。 

 

 

【講評イメージ】 

富士 太郎様 

 

明るい絞り値 f2.4 を選択されたことで、後ろに写りこんだ水滴のボケ

効果が出ており、また逆光条件下、露出補正を

シミュレーションで Velvia を選択することで、初

雰囲気が表現されています。更に望遠のレンズを選択されると、より大きな

ボケ効果や草についた水滴の質感を強調することが可能です。

タル・半切・超平滑パネル」の組合せで作品に仕上げて頂き、写真展や

ご自宅に展示してみてはいかがでしょうか？

富士フイルムフォトコンテストへのご応募もお待ちしています。

                       プロフェッショナルアドバイザー

ご提供します。プロフェッショナル      

アドバイザーが、お客様の画像の構図や撮影時のカメラの設定などの撮影技術に関することや、画像をプリント

金属製パネルに加工することで、壁に飾ると写真が壁面から浮かびあがるようにみえる「ミュージアム加工」

さらに平滑性を向上させた「超平滑パネル」を

ラインアップいたします。写真表面を鏡のように美しく仕上げ、作品の存在感を一層際立たせるため、より本格的

画像や、被写体にあった印画紙の選択、色調補正やトリミング

に相談しながらご注文いただけます。 

確認いただけます。 

を選択されたことで、後ろに写りこんだ水滴のボケ 

効果が出ており、また逆光条件下、露出補正を+1.67 に設定し、フィルム 

を選択することで、初夏の瑞々 しい爽やかな 

更に望遠のレンズを選択されると、より大きな

ボケ効果や草についた水滴の質感を強調することが可能です。是非「クリス

タル・半切・超平滑パネル」の組合せで作品に仕上げて頂き、写真展や 

してみてはいかがでしょうか？今後も楽しく撮り続けて頂き、

テストへのご応募もお待ちしています。 

プロフェッショナルアドバイザー 鈴木 



 

４．製品サイズ・メーカー希望小売価格(税抜)   

 

サイズ 印画紙 価格 納期 

2L 

(127×178 ㎜) 

グロッシー 

 

120 円 7 日後にお届け 

 
 

台紙サイズ 印画紙 価格 納期 

A4 

（プリントサイズ 

２L） 

グロッシー 1,500 円 16 日後にお届け 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、店頭でご注文いただく場合の価格と納期は、各店舗にお問合せください。 

 

５．支払方法    

■ 専用サイト クレジットカード決済（決済手数料 0 円）、宅配代引き（決済手数料税抜 300 円）、 

楽天ペイ、Amazon ペイ 
■ 店頭注文  店頭でご注文いただく場合は、各店舗にお問合せください。 

 

６．受け取り      

■ 専用サイト  ご希望のお届け先にクロネコヤマト宅配便でお届けします。 

            全国のセブン―イレブン受け取り、写真店での店頭受け取りもお選びいただけます。 

          （ご注文いただく製品のサイズや加工の組み合わせによっては選択できない場合があります。） 
■ 店頭注文   店頭でご注文いただいた場合は、注文店舗での受け取りとなります。 

 

 

 

 
本件に関するお問合せは、下記にお願いいたします。 

報道関係 コーポレートコミュニケーション部    TEL：03-6271-2000 
お客様  富士フイルムイメージングシステムズ株式会社           TEL：03-6417-3918 

■ 「学習プリント」 

■ 「講評サービス」 

※「SQ」はスクエアの略です。 

 

※ 大 全 紙 以 上 の 面 種 は 、 MAXIMA  

グロッシー/ MAXIMA マット/クリスタル

の 3 種類のみ選択可能です。 

プリント＋超平滑パネル
（グロッシー）

プリント＋超平滑パネル
（グロッシー以外）

89SQ/L - -

127SQ/2L - -

152SQ 13,300 13,600

178SQ 13,400 13,700

203SQ/六切/六切ワイド/A4 14,800 15,100

254SQ/四切/四切ワイド 17,200 17,600

大四切 17,300 17,800

297SQ/A3/A3ノビ/半切 20,200 20,700

B3/A2/全紙 25,500 26,000

大全紙 - 28,600

B2/500x750mm - 38,800

全倍 - 40,800

A1/500x1000mm - 43,600

B1 - -

A0 - -

B0 - -

価格
（印画紙）

サイズ 納期

16日後にお届け

■ 「超平滑パネル」 


