
ペットフォトムービー制作シート



01

制作に必要なお写真

タイトルとジャケットに使う写真×1枚（デジタル加工でペットを切り抜いて使用する） 
本編に使用する写真×29枚 

合計写真枚数　30枚

写真の選び方
小さい頃から現在まで～のような時間軸にそったセレクトがオススメです。
旅行などの思い出をフォトムービーにする際も、時間の流れにそってまとめると良いと思います。
ムービーは横長 (16 : 9 ワイドスクリーン ) のため、縦の写真との相性があまり良くありません。
縦の写真であっても綺麗に収まるよう調整しますが、画面いっぱいに表示できる横の写真が推奨です。

タイトル・ジャケット用（ケース）に使用する写真の選び方
ペットを切り抜いて使用するのでペットの顔や身体が見切れていない物をお選びください。
またペットの写りが小さすぎると解像度が不足して画像が粗くなってしまいます。
なるべく大きく写っているお写真をお選び下さい。
解像度が不足していると画像が粗く綺麗なタイトル、ジャケットになりません。
カメラの設定を 1番良い設定にして撮影したお写真をお選びください。
写真を調整加工後、ペットの顔周辺をトリミングしジャケットに使用します。

・サンプル画像の様なバストアップ写真をお選びください。
   サンプルムービー、サンプルジャケット画像をご覧頂き
   お選び頂いた写真をはめ込むイメージをして頂けると選びやすいと思います。
・伏せている（寝転がっている）横長な写真などはレイアウト出来ないので受け付け出来ません。
   そのようなお写真は本編にご使用下さい。
・背景はなるべくシンプルな背景で撮影したお写真をお選び下さい。
　ペットの毛色と同色な背景ですと綺麗に切り抜く事ができません。
・画像データの場合は横幅 2000px 以上（300 万画素相当のデジカメ）が推奨です。
・ご自身でスキャンしてデータ化する場合、通常の写真は 解像度 600dpi でスキャンして下さい。

×

伏せている

×

真横からの写真

○

全身きっちり写っている

○

前足は切れているが、
胸から顔が写っている

ぼけている

×

動きがある写真

×

過度のアップ
×

×

うしろを向いている

中心に写っていない
身体が切れている

×

OK 写真 NG写真
○

全身きっちり写っている

写りが小さすぎる

×○

全身きっちり写っている

※タイトル・ジャケット用にはNGですが、
本編には使用できます

注意点



本編に使用するお写真の選び方
本編のお写真はご自由にお選び頂けます。
冒頭に書いてあるように写真の向きは縦写真より横写真推奨です。
タイトル・ジャケット用には使えなかった写真も使用可能です。

※ブルーレイをお選びの場合は フルハイビジョンに対応するために、
画像データの場合は横幅 2000px 以上（300 万画素相当）が推奨です。
640px までなら鑑賞に耐えれますが、それより小さくなると画質が極端に悪くなります。
ご自身でスキャンしてデータ化する場合、600dpi でスキャンしてください。

写真への書き込み・データの場合はファイル名
写真の裏面に流したい順番に番号を振って下さい。
０１～２９の番号をお書きください。（二ケタで）
タイトル・ジャケット用のお写真には『タイトル』とお書きください。
写真へ書き込みを行いたくない場合は付箋（ポストイット）などに番号を書いてお張り下さい。
付箋を貼る際は、写真から付箋がはみ出ないように写真の中央にお張り下さい。
表面には絶対に貼らないでください。
素材によりますが剥がした際に跡が残ったり、プリント表面が剥がれてしまう場合がございます。

画像データの場合はファイル名を写真番号にして下さい。流したい順番に 01～ 29 までの番号をお付け下さい。
タイトル・ジャケット用の画像には『タイトル』というファイル名にして下さい。

例：01.jpg、02.jpg、タイトル .jpg

対応ファイル形式　jpg,bmp,png,tiff,pdf ファイルなど 
その他ファイル形式に関してはお問い合わせください。

０1

０２

タイトル

写真の裏面
写真の裏面

写真の裏面

書き込み例 付箋（ポストイット）の張り方

０１

写真の裏面

○
０１

写真の裏面

×

写真の表面

×

０１

OK: 裏面はにみ出さず張っている NG: 写真からはみ出ている

NG: 写真の表面に貼っている

プリント写真とデータ写真が混在する場合
問題ございませんが、プリント写真には裏面に番号を記入 又は付箋。
写真データにはファイル名に流したい順番に番号を付けて下さい。
※不足写真がないか念入りに確認をお願い致します。
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写真素材の送付（郵送）

全てのお写真が揃ったら PET AMORE までお送り下さい。
タイトル、０１～２９までのお写真を順序を揃えた状態で
クリアファイルや封筒に入れ右記の住所にお送り下さい。
写真データや制作シートデータを入れた CDR や USB メモリも、
右記の住所まで 郵送してください。
必ずお申込み者のお名前で発送をお願い致します。
品名部分にはお申込み番号もお書き下さい。 
大切な写真ですので、追跡サービスがついているレターパック等でお送りください。
http://www.post.japanpost.jp/lpo/letterpack/ 
尚、お預かりした素材は細心の注意を払って取り扱っておりますが、
郵送時における 傷、破損、紛失等に関しては責任を負いかねますのでご了承ください。
※お預かりした素材は完成した商品と一緒にお返し致します。

〒251-0047
神奈川県藤沢市辻堂
６ー２７ー３６
PET AMORE 宛
電話番号 0466-53-7411

素材の送付先住所

『sozai』 フォルダを作成しその中に全ての画像データと制作シートデータを入れて下さい。
データを全てフォルダに入れたら『sozai』フォルダを zip 形式に圧縮して
ファイル転送サービス（ギガファイル便）から PET AMORE に送信して下さい。

１．新しいフォルダ－を作成　※windows では新しくフォルダーを作成すると『新しいフォルダー』といフォルダーができます。

２．新しく出来たフォルダーのフォルダーネームを『sozai』にリネーム（変更）

３．全てのデータを『sozai』フォルダーへ移動、又はコピー

４．『sozai』フォルダーを zip 形式に圧縮（変換）

windows の場合　右クリック → 新規作成 → フォルダー
mac の場合　メニューバーの『ファイル』をクリック → 新規フォルダ
　　　　　　　　　 ※デスクトップに新しいフォルダができます

全ての素材ファイルを選択して『sozai』フォルダーへドラッグ
又はコピー＆ペーストで

フォルダーを右クリック → 名前の変更 → sozai と入力

windows の場合　『sozai』フォルダーを右クリック → 送る → zip
mac の場合　『sozai』フォルダー選択し、「ファイル」→「圧縮」と選択
　　　　　　 又は Control キーを押したまま『sozai』フォルダーをクリックし、
　　　　　　 ショートカットメニューから「圧縮」を選択

写真データをメールで送付

メールでの送付の仕方

PET AMORE のメールアドレス

info@petamore.net
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５．『sozai』フォルダーを zip 形式に圧縮（変換）

パソコンのウェブブラウザで『ギガファイル便』と検索してサイトを開いて下さい。又はhttp://gigafile.nu/ を入力
サイトを開くと画面右下にアップロード欄がございます。
１．お作り頂いた『sozai.zip』ファイルをアップロードエリアにドラッグしてドロップしてください。
　　『ファイルを選択』ボタンから選択しても問題ございません。
２. アップロードが完了しましたらメモ欄に申し込み者のお名前と注文番号を入力して下さい。

３. アップロード情報の欄には PET AMORE のメールアドレス info@petamore.net を記入してください。
４. 入力が終わりましたら送信ボタンを押して下さい。送信完了のポップアップが出れば送信完了となります。

　 送信完了後、info@petamore.net まで素材データ送付の連絡を頂ければ幸いです。

１．赤枠に『sozai.zip』をドラッグ

２．メモ欄にお申し込み者の
　　お名前、注文番号を記入

３．メールアドレス記入欄に
　　PET AMORE のメールアドレス
info@petamore.net を記入

４．全ての入力が終わったら
　　『送信ボタン』をクリック
         以上で完了です。
　　送信完了後、info@petamore.net まで素材データ送付の連絡を頂ければ幸いです。

giga file 便（ギガファイル便）
アドレス   http://gigafile.nu/

次のページは入力欄となります。
必要な情報を入力してから保存してください。
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お申込み者お名前

タイトル・ジャケットに使用するペットのお名前（ローマ字表記で）

ムービー最後のコメント

コメント１（２０文字程度まで）

コメント２（２０文字程度まで）

ムービーの最後に 2回コメントを表示できます。
不要な場合は〔｢なし｣と入力ください。

BGM指定
０１～０９までの BGMの中で使いたい１曲にチェックを入れて下さい。（複数不可）
曲は PET AMORE ウェブサイトの商品ページで聴くことができます。

□ BGM_01 female vocal
□ BGM_02 female vocal
□ BGM_03 female vocal

□ BGM_04 female vocal
□ BGM_05 male vocal
□ BGM_06 jazz band

□ BGM_07 instrumental
□ BGM_08 female vocal
□ BGM_09 male vocal

ジャケットパターン指定
ブラウン、ピンク、ブルー３種類の中からご希望のデザインをお選び下さい。

□ ブラウン □ ピンク □ ブルー

以上で入力は完了になります。
保存した制作シートデータをお写真と一緒にメールか郵送で PRTAMORE にお送り下さい。

フォトムービー制作シート　入力ページ
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