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フォトライク

写真公開・販売・決済まで全て完結する
インターネット写真販売サービス
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簡単・便利
写真販売システム フォトライクとは

「フォトライク」はカメラマンやご担当者さまが撮影された写真をフォトライクサイト内の
専用ページに掲載し、お客さまがその写真を閲覧し、購入するサービスです。
写真の閲覧・販売・集金・集計・プリント・配送まですべてを自動化できるため、写真販売の面倒な作業を大幅に削減できます。 
また、お客さま側はインターネットが接続できる環境であれば、パソコンやスマートフォンからいつでも好きな時に写真を閲覧、
購入することができます。

ご利用いただく
販売者さま側にも、
購入者さま側にも

初期費用及び固定費用は
一切かかりません。

お客さま写真館・撮影事業者さま
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フォトライク

写真販売システムの流れ
写真館・撮影事業者さま側で対応していただくのは、写真撮影とアップ、お客さまへの認証キーのご連絡のみ。
カンタン＆スムーズに写真販売を行うことができます。

システム以外の流れ
システムを使った流れ

写真館
撮影事業者さま お客さま

●写真撮影
●認証キー通知
（チラシ手渡し・メール送付など）

1

●集計・請求
●プリント発送

4
写真アップロード

2

売上の連絡・振込 閲覧・注文
35

フォトライク
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フォトライク

写真登録から販売までの流れ
従来の方法

編 　 集

見本プリント

展 　 示

集 　 計

集 　 金

プ リ ン ト

仕 分 け

配 　 送

の写真登録から販売までは、たったこれだけ！

当システムに撮影した写真をアップロードします。 後はアップした写真の購入期限や価格などを設定するだけ。
売上管理やお客さまへの配送は全てシステム側で完了します。

まずはフォトライクに会員登録。
登録は3分で完了します。

結婚式、二次会、発表会やイベントなどで写真撮影
します。

11

2

3

4

5

6

7

8

2

3 4

登録する

アップロードする 販売する

撮影する
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フォトライクが

選ばれる理由①

フォトライクのサイトは、販売者側はもちろん、お客さま側いずれ
もパソコン・タブレット・スマートフォンサイトにおいて最適化され
ています。
特に現状はスマートフォンでサイトを見る方が殆どとなっており、ス
マートフォンで表示が見やすい仕様であることは必須条件となって
おります。

当サイトはどの環境でも見やすく、快適にお使いいただけるので、
ストレスフリーで写真の閲覧、購入が可能です。

パソコン・タブレット・スマートフォン対応
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フォトライクが

選ばれる理由②

フォトライクのご登録及び固定費は一切かからず、販売した売上に
対してシステム利用料をいただく流れとなっております。
ご利用料は月の総額に対して１５％となっており、撮影事業者・施
設さま側への還元率は85％です。
また、写真のプリント価格も写真プリント会社さまとの提携で、プ
リント価格を最安値で設定しております。

当社でもスタジオ運営をしている経験から、各施設さまの負担は
成るべく軽くし、撮影事業者・各施設さまのサービスの向上及びお
客様の満足度アップにつながる一助になればと考えております。

利用料は購入された分だけ！
業界最安値の利用料とプリント価格！



フォトライクが

選ばれる理由③

どれだけデジタル化が進んでも、やはりプリントで写真が欲しいと
いう方は多々おられます。プリントの仕上がりのクオリティが低い
と、次のイベントなどで写真を販売しても購入につながらなくなっ
てしまいます。

当プリントサービスでは、富士フイルム社最高ランクの印画紙
『EVER-BEAUTY PAPER for LASER』を使用し、銀塩写真の
最高品質で仕上げて保護者さまにおとどけします。
また、思い出の写真は大切に長く保管したいもの。銀塩プリントは、
紙自体が発色しているような形となっているため、保存性、耐久性
にも優れているというメリットがあります。

鮮明で美しいプリント仕上がり！

スクエアから4切Wまで
充実の13サイズ

フジ製高級画紙を使用 写真現像のプロが目を通
して仕上げます
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フォトライクが

選ばれる理由④

撮影事業者・施設さま側がアップロードいただいた写真の購入に
は、撮影事業者・施設さま側が設定した認証キーが必要となり、部
外者からは一切アクセスできないようになっています。
弊社はプライバシーマーク取得企業であり、サイトにはSSL暗号化
通信を採用することでお客さまの個人情報を管理しています。

さらに、アップした写真の不正利用の防止のため、管理画面にアッ
プいただいた写真には、全て透かし模様が入り、購入せずに写真を
利用することができないようになっています。
写真のプレビュー写真を「右クリック」してダウンロードすることも
できませんので、ご安心してご利用いただけるようになっておりま
す。

安心・安全のセキュリティ対応！
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フォトライクが

選ばれる理由⑤

各施設さまのご担当者さまでは撮影対応が難しい、特別なイベント
ではプロカメラマンによるハイクオリティな写真を撮影したい。
そんな施設さま側のご要望にお応えして、弊社在籍のプロカメラマ
ンの派遣サービスにも対応しております（別途オプション料金がか
かります）。

弊社在籍のカメラマンは、乳幼児からペット、ブライダル、イベント
など様々なシーンでの撮影経験があるプロカメラマンが多数在籍
しております。
お気軽にお問い合わせください。

プロカメラマン出張も対応可能！
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登録完了後、直ぐに専用管理画面か
ら写真をアップロードすることがで
きます。告知用PDFチラシ、販売設
定の登録も簡単！

売り上げ集計管理画面より、公開し
販売を開始した写真の売り上げ状況
をリアルタイムでご確認いただけま
す。

撮影事業者・施設さま側いずれのサ
イトもパソコン・タブレット・スマー
トフォンでの閲覧が可能です。

登録後、すぐに販売可能 リアルタイム売上確認 スマホから閲覧 & 購入可能 写真アップ枚数の制限なし
当サービスでは写真の枚数に制限な
し！お好きな枚数だけアップしてい
ただくことが可能です。※1度にアッ
プ出来る枚数制限あり

フォトプリント・
データダウンロード選択可能
お客さまは、データダウンロードと
プリント仕上げをお選びいただけま
す。フォトプリントは低価格でありな
がら、高品質銀塩プリントを採用！

【クレジットカード決済】
Visa・MasterCard・JCB
【コンビニ決済】
ファミリーマート・ローソン・デイリーヤマ
ザキ・ミニストップ・サークル Kサンクス

写真の購入には認証キーが必要とな
り、部外者はアクセスできません。
また、弊社はプライバシーマーク取
得企業であり、お客様の個人情報を
厳重に管理しています。

クレジット・コンビニ決済機能 安心のセキュリティ 写真の不正使用の防止
管理画面にアップいただいた写真に
は、全て透かし模様が入り、購入せ
ずに写真を利用することができない
ようになっています。

フォトライクで

できること
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フォトライクのオプション

プロカメラマン派遣
「フォトライク」では、撮影からプロカメラマンにお願いしたい！という
施設さまのご要望にお応えし、プロカメラマンの出張サービスを行っています。
地域のイベント、お祭り、カルチャースクールの発表会など、とっておきのイベントの日はハイクオリティな写真を残したいもの。
豊富なイベント撮影経験のあるプロカメラマンが撮影いたしますので、ぜひお問い合わせくださいませ。

●延長料金は、全コース10 分1,000 円税別です。（1時間につき 6,000 円税別）
●事前の追加は＋4,000 円税別なので時間オーバーが見込まれる場合は、事前の延長を
おすすめします。

●当日の延長ご希望については、スケジュールの関係で延長が出来ないケースがございます。
●4時間コース・5時間コース等も可能です。1時間ごと＋4,000円（税別）で計算してください。
●入場料・食事など実費がかかる場合は、施設さま側にてご負担をお願いします。

Plan 01

平　日 ……………
土日祝 ……………

40,000円（税別）＋出張移動料金
50,000円（税別）＋出張移動料金

撮影箇所：1カ所 ●全100カット以上
●ご指定10カットを画像レタッチ

Plan 03

平　日 ……………
土日祝 ……………

50,000円（税別）＋出張移動料金
60,000円（税別）＋出張移動料金

撮影箇所：3カ所 ●全 300カット以上
●ご指定 30カットを画像レタッチ

出張移動料金（横浜より電車移動）
片道90分まで
片道120分まで
片道180分まで
片道240分まで

…………無料
…………3,000円（税別）
…………4,000円（税別）
…………5,000円（税別）

Plan 02

平　日 ……………
土日祝 ……………

45,000円（税別）＋出張移動料金
55,000円（税別）＋出張移動料金

撮影箇所：2カ所 ●全 200カット以上
●ご指定 20カットを画像レタッチ
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出張撮影1時間プラン

出張撮影 3時間プラン

出張撮影 2時間プラン



売上がなければ一切、ご料金は発生いたしませんので、ご安心くださいませ！

導入コスト

ゼロ
毎月の固定料

ゼロ
保育園売上

UP

先生・職員の

負担減
保護者さまの
満足度

UP

フォトライクの

料金について①
フォトライクでは、プリント及びデータの販売時にシステム利用料と決算手数料が発生する形式となっております。
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売上に対する利益は、写真データ販売とプリント販売によって異なります

各種手数料

■データ販売

（弊社の収益）＝（総売上）×15％ 
（御社の収益）＝（総売上）×85％－（事務手数料） 

■プリント販売

（弊社の収益）＝（総売上）×15％ 
（御社の収益）＝（総売上）×85％－（事務手数料）－（プリント原価）－（送料） 

システム使用料

事務手数料

送料

総売上の15%

一律 4% （コンビニ決算は一律 210 円）※コンビニ決済手数料、送料は購入者負担となります。

ゆうメール：160 円
宅急便：820 円

フォトライクの

料金について②
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クレジットカード コンビニ

フォトライクの

決済について
お客さまは、クレジット決済、コンビニ支払のいずれかより
お好きな手段を選んで決済いただけます。
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ご決済から1週間後の配送

即日

ゆうメールもしくは、宅配便でお届けいたします。

■ゆうメール

ゆうメールは配達時に受領印を必要としない配送方法のため、お客さまの
捺印・署名をいただかず、ポスト等に投函されます。
ゆうメールは直接ポストへ投函されますので、手渡しや不在票の投函はできま
せん。ポストに投函後の紛失に関しましても、当社ではサポートいたしかねます
ので、ご了承くださいませ。

■宅配便

一定の大きさおよび厚さを超えた場合には、宅配便にて配送いたします。
宅配便は配達時に受領確認の捺印・署名が必要になります。

データ

プリント

商品の発送について
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写真館・撮影事業者さまのお支払時期について 

振込手数料について 

お客さまによる商品購入分を毎月月末で締め、翌月末日までにお客さまの指定する銀行口座へお振込みいたします。 
ただし、振込額が1,000円に満たない場合は翌月分と合算して支払うものとし、以降も同様となります。 

振込み手数料は事業主さま負担とさせていただきますので、ご了承くださいませ。
口座に振り込まれる金額は事業者さまの売り上げから口座振込手数料を差し引いた金額となります。 
※弊社では三菱ＵＦＪ銀行を利用しております。

例
3/1 3/31 4/30

販売期間 締切 ご入金

売上のお支払いについて
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「フォトライク」の導入について検討しているので、詳しい話が聞きたい、機能について分からないことがあるなど、
どのようなことでもご相談にのります。

また、ご使用の上で何か分からないことがあった場合は、
お電話やメールなどで丁寧にご説明いたしますので、お気軽にご相談くださいませ。

お気軽に

お問い合
わせ

ください
♪

フォトライクの

サポートについて

お問い合わせ・サポート
お問い合わせ・サポートのご案内はこちらから

tel.050-8881-1411
【受付時間】10:00～17:00（土日祝休）

https://www.photo-like.jp/partner



フォトライク

WEBサイト https://www.photo-like.jp/partner

お問い合わせ・サポート

tel.050-8881-1411【受付時間】10:00～17:00（土日祝休）

お問い合わせ・サポートのご案内はこちらから


