
インターネット写真販売システム「フォトラボ」は
ネットを通じた写真販売・売上UPをお手伝いします！
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フォトラボとは？ 導入ガイド

写真撮影

パスワード通知 （チラシ・ハガキ・メール等）
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イベント開催

フォトラボを使ったイベント写真販売の流れ（例）

システム以外の流れシステムを使った流れ

管理者 ご注文者

写真アップロード

受注情報
ダウンロード

写真の焼き増し お支払い・店頭受取（または配送）

カンタン写真注文システム

ログイン
閲覧・注文
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3

4

5

6 7

従来の展示販売は準備や場所が必要だったり、購入者が閲覧可能な時間も限られ、とてもコストや労力がかかり展示だけでも大がかりです。

「PHOTO-LABO（フォトラボ）」は、カメラマンなどが撮影した写真を、インターネット上にアップロードし、パスワードを知っている限られた人のみが

ログイン・閲覧し、注文できる安全なシステムです。

多くの写真館、保育園・幼稚園、イベント、スポーツ大会のインターネット写真販売で導入されています。



ご注文者のネット注文の流れ 導入ガイド

STEP1 ログイン

ログイン イベント 力入報情者文注トーカ大拡真写覧一真写覧一分区真写プット

STEP2 イベントトップ STEP3 写真一覧 STEP4 カート STEP5 注文者情報入力

写真のネット注文は通販サイトと同じように、 をカートに入れ、数量・サイズなどを選んで注文します。

注文サイトはパソコン版だけでなく、携帯用（スマートフォン用）もご用意しております。

版
ン
コ
ソ
パ

版
ル
イ
バ
モ



フォトラボの特徴 - 1 導入ガイド

販売準備カンタンロイヤリティ無し 受注管理カンタン

フォトラボは月額料金のみで利用できます。

写真が売れるたびに課金されるロイヤリティは一切あ

りません。

月額3700円（税抜）から利用できます。

最低契約月数は3ヵ月以上からなので、契約期間終了後

販売が全くない月はお休みすることも可能です。（最長1

年まで）

利用を再開するときは、クレジット決済等でプラン購入

すればすぐに復活可能です。

イベント・料金設定を行い、写真を一括アップロードして、

「イベントパスワード」をご注文者にお知らせするだけ。

今までの写真見本を準備する時間と比べると、かなり作

業時間が短縮されます。

ネット注文に限定すれば、写真見本自体のコスト削減が

可能です。

ネットでの写真販売は、展示スペースを気にする必要が

ないため、展示スペースの関係でできなかった大量の写

真を販売できます。

注文があると、管理者にメールで通知されます。

受注明細、注文枚数はデータベースに登録されていくの

で、管理画面からいつでも確認できます。

受注情報はPDF帳票での一括印刷や、CSV形式でファ

イルをダウンロード、加工することができます。

イプシロン決済を利用すれば、クレジットカード・コンビ

ニ決済を自動処理するので、集金の確認がもっとラクに

なります。



フォトラボの特徴 - 2 導入ガイド

無料バージョンアップ強固なセキュリティ お試し期間は3 0日

フォトラボサーバには縮小されたJPEGデータのみが保

存され、 Flashオリジナルビューワーで表示しているの

で実画像をダウンロードされる心配がありません。

さらにJPEGには『PHOTO-LABO』の透かしが合成され

ています。

SSL暗号化通信を用いており、データは自社サーバセン

ターで管理しています。弊社は20年以上のサーバ管理

のノウハウがあります。

使い勝手の向上や売上アップのための機能追加を定期

的に行い、ご利用者の満足度を高める工夫を行っていま

す。

ASPでのご提供のため、バージョンアップは全ショップ

に適用されます。

システムのバージョンアップのご要望は、ショップ様よ

り常時受け付けています。

お試し期間はたっぷり30日間、しかもオプションプラン

ですべての機能をご利用いただけます。（ご希望があれ

ば、延長も可能です）

クライアント様へのご提案にご利用ください。

お試し期間から、本契約の際は設定した内容をそのまま

引き継いで利用することができます。



展示販売で現地に赴く必要があり、締め切り前は購入が集中し、園には負担がかかりますが、
ネット販売との併用することで、分散されているようです。

締切間近になると展示場所がごった返していましたが、
ネット展示との併用で来園（来校）が少なくなり助かりました。

保育園・学校

ご利用者の声 導入ガイド

フォトラボの利用者は現時点で120万人近くに上ります。その中でも特に多い「便利になった！」という声をご紹介します。

展示販売では時間や展示する場所の制約がありました。
ネット販売ですと、時間や場所を気にする必要がありません。 共働きの家庭にも喜ばれます。

・時間を気にせずゆっくりと写真を選べるので便利。

・仕事の都合で展示場所に行けないので、ネット販売は助かります。

お客様

銀行振込や、注文袋での集金は手間がかかりますが、イプシロンネット決済は決済を一括管理できるため、
管理者も集金を気にせず通常業務に集中できますし、ネット決済ですぐに手続きが完了するため
エンドユーザーのお客様にもご好評です。

ネット決済ができるので便利です。 お客様

た
くさ

んお
友達
がいるんだね～

この写真カワイイね！



ご注文の流れ - ログイン

https://login.photo-labo.jp/　もしくは、

https://login.photo-labo.jp/login/所属名/　にアクセスします。

運営サイト
運営サイトからフォトラボログイン画面へ
バナーでリンクさせると、アドレスをうつ
必要がないので、注文されやすくなります！

写真の購入
はコチラ！

PointPoint

ログインページのロゴは、
独自のロゴに変更することができます。
※専用ログインページをご利用ください。

▼専用ログインページ

※専用ログインページは、ロゴと説明文をショップが自由に編集できるページです。

PointPoint

フォトラボで写真を購入するには、イベント主催者からあらかじめ、

「所属名・イベントパスワード」を入手する必要があります。

所属名・イベントパスワードを入力し、ログインボタンを押します。　

導入ガイド

11

22



ご注文の流れ - ログイン後ページ

閲覧したいカテゴリーを選択します。

写真毎にキーワードを設定することで
注文者が検索することができます。
（使用例）ゼッケン検索、被写体検索

PointPoint

イベントごとに注文期間を設定することができます。

イベントごとにご案内分を自由に変更できます。
※一部のＨＴＭＬタグも使えます！

導入ガイド



ご注文の流れ - 写真一覧・拡大 導入ガイド

ご希望の写真を

選択してください。

11

ポップアップウィンドウで、大きな写真で表示されます。（600px四方）
※オプションプランですと、枠内でもう一段階大きく拡大できます。（1200px四方）

22

購入したい場合は、「カートに入れる」ボタンを押します。

33

写真の選定が済んだら、「カートの中身を確認・購入」

ボタンを押します。

44

写真区分を選択して、
カテゴリーを移動できます。



ご注文の流れ - プリント枚数・サイズの設定 導入ガイド

写真の選定中にログアウトしても、同じパソコンであ
れば選択した内容を保持しているので、最初から入
れなおす必要はありません。

サイズ・数量を変更するとすぐに集計されます。

カートから削除したい場合は、「カートからこの写真を
削除」ボタンを押します。

料金表にリンクしています

写真の「サイズ」と「数量」を選択してください。
11

すべての写真のサイズと数量を選択したら、

「ご注文者情報を入力」ボタンを押します。

22

同じ写真を、Ｌ版・２Ｌ版と2種類注文したい場合は、「別
のサイズでも注文する」ボタンを押すして、別のサイ
ズを設定します。



ご注文の流れ - ご注文者情報の入力

ご注文者情報を入力します。

11

お支払方法を選択します。

22

入力し終わったら、「ご注文内容の確認」ボタンを押します。

33

お支払方法は、管理者が設定できます。
イベントごとに異なる決済方法の指定
もできます。

注文フォームの内容は、ショップごとに
カスタマイズが可能です。導入の際に
サポートまでご連絡ください。

メールアドレスを二回入力に変更

必須・任意の変更、項目名の変更

入力項目の追加（最大９項目まで）

導入ガイド



ご注文の流れ - 確認画面・注文完了画面

内容に間違いなければ、

「ご注文を確定」ボタンを押します。

22

ご注文内容、注文者情報、

支払情報をよく確認します。

11

これで注文は完了です。

ご注文者のメールアドレスにも

ご注文内容のメールが届きます。

33

導入ガイド



ご注文の流れ - 確認画面・注文完了画面 （カード決済の場合）

カード情報を入力し、
登録ボタンを押します。

22
フォトラボの画面に戻り、
注文が完了になります。

33

導入ガイド

クレジットカード決済、コンビニ決済を導入される場合は、確認画面からイプシロン決済画面へジャンプします。

※コンビニ決済も同様に、イプシロン決済画面に移動し、コンビニを選択する画面があります。

確認画面で、内容を確認したら
「イプシロン決済ページへ」ボタン
を押します。

11

ショップ様画面 ショップ様画面イプシロン決済画面



よくあるご質問

販売方法について

導入ガイド

● 注文は従来通り集金袋で行い、ネットで閲覧だけさせたい

受注管理について

イベント設定で「閲覧のみ」という設定があります。
写真の閲覧のみできるため、注文番号を用紙に記入し、注文袋で集金する手法がご
利用いただけます。

● 簡単に帳票を出力したい
注文ごとの受注明細を、PDF印刷する機能があります。

● 決済方法はどうするの？
ショップごとに独自に登録することができます。
（例）銀行振込、郵便振替、代引き、園で集金（集金袋）、ショップ来店時に支払、等

● クレジット決済は使えますか？
フォトラボは、イプシロン株式会社のカード決済・コンビニ決済に対応しており、イプ
シロンに別途お申込みいただくことで利用可能になります。

導入について

その他

● 簡単に導入できますか？
30日無料体験フォームでお申込みいただくと、すぐにログインIDパスワードが発行
されます。

● 本契約したい場合はどうすればいいの？
管理者ログイン画面の「お支払い」ボタンから、決済システムにジャンプします。
契約したいプランと期間を選択し、クレジット決済すると、すぐに本契約としてご利
用開始いただけます。

● 売上アップするにはどうしたらいいの？
オプションプランですと、「○○○円以上購入で送料無料」「★★円以上購入でクーポ
ン発行」の機能があります。販売促進にお役立てください。

● 販売する学校やクラス別に違うパスワードを設定したい
イベントごとに違うパスワードを設定できますので、販売先ごとに写真が混ざること
はありません。

● 申し込みのミスを減らしたい
写真をカートに入れ、写真サイズを選択すると合計金額を自動計算しますので安心で

● 写真に「透かし」をいれることはできますか？
画像を自分で作成し、適用することができます。透かしの濃度も設定できます。
オリジナルで設定しない場合は、Photo-laboのロゴで透かしを入れることもできま

● 携帯からも購入できますか？
携帯・スマホで最適に閲覧できるモバイル版があります。
ログイン画面「https://login.photo-labo.jp/」にアクセスすると自動的にモバイル
版にリダイレクトします。

● 印刷はどうしたらいいの？
プリント枚数の集計機能がありますのでラボをお持ちでない方は、ラボへ委託され
るか、ネット注文してください。

● 写真以外も販売できますか？
ショップごとの「価格・サイズ設定」で、L版等のプリント写真に加え「KGサイズ＋フォ
トフレーム」などの販売方法も可能です。また、価格・サイズ設定で「データCD」を設
定しておけば、指定された写真をCDに収めて納品することもできます。
アイディア次第でいろんな販売方法が展開できます。



お問い合わせ

スペース・アイ株式会社

 会社名 株式会社みどり

 住所 愛知県名古屋市熱田区新尾頭3-4-45　第2林ビル4F

 TEL 052-679-1587

 FAX 052-679-1070

 資本金 1,000万円

 代表 代表取締役社長　吉川　健

 取引銀行 三菱東京UFJ銀行・碧海信用金庫・三重銀行・十六銀行

株式会社みどりは、平成１８年６月株式会社みどりはプライバシーマークを取得しました。

お客様のプライバシーを厳守いたします。

プライバシーマーク　第2000125（05）号

10:00～17：00
※土日祝日を除く052-679-1587

導入ガイド

システムでのご不明な点や、導入での不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

フォトラボは株式会社みどりが運営し、スペース・アイ株式会社がシステムメンテナスを担当しています。

当社は自社内でサーバー構築からデザイン、プログラミングまでを完結することができます。

データセンター3拠点延べ400台以上の物理・仮想サーバを管理しています。

フォトラボメールサポート

（24時間受付）
2営業日以内に
回答いたします。

info@photo-labo.jp

私たちが開発してます！

スペース・アイ株式会社

＜業務内容＞

ウェブソリューション企画提案／ウェブアプリケーション・システム開発／デジタル

サイネージシステム制作・販売／各種サーバー構築・運用・保守／レンタルサーバー

／ホームページ制作／Webデザイン／サイト運営／DTP
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