
平素はラボネットワークをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
このたび、弊社の最新製品を紹介するフォトビジネスソリューションを名古屋で開催いたします。
「匠×ＩＴ×提案力」をスローガンに、次世代のフォトビジネス開発にチャレンジをつづけるラボネットワークは、プリント出力や
デザインアルバムはもちろんのこと、３Ｄフィギュア作成やＷＥＢ写真販売システム、写真館への送客イベントの企画など、従来の現像所（ラボ）の枠に
とどまらず、幅広い分野でみなさまのフォトビジネスを強力にサポートします。 この機会に進化を続けるラボネットワークをぜひ、ご体験ください。

in

2015年 8月25日（火）12：00　17：00 
愛知県産業労働センター ウインクあいち　　会場：902会議室（展示・セミナー）

初開催

ラボネットワークの最新情報を展示 撮影ビジネスの売上・集客につながる
タネがきっと見つかります！

キャノン機修理専門店による
無料センサークリーニング開催！

特別協賛 株式会社PDA GALLOP

著名フォトグラファーによる無料セミナーを開催！
詳しくは裏面をご覧ください３講演　（①13：00～14：30　②15：00～15：30　③16：00～16：30）

カジュアルに飾る新商材

キッズを写真館と結びつける

1/２成人式撮影パッケージ

３Ｄ撮影・フィギュア作成サービス

撮影メイキング動画作成サービス

スクールフォト販売システム

フォトビジネス向け ＥＣサイト

ご来場特典

挑戦

商品

ＩＴ

企画

高品位デザインアルバム
銀塩プリント＋フィルムラミネートの高級感あふれる
仕上がりにもかかわらず、 新方式の自動製本システ
ムにより、銀塩プリントを使用した高品位なアルバム
で圧倒的なローコストを実現。ハイコストパフォーマ
ンスを 実現したプロフェッショナルフォトアルバムと
してラボネットワークを代表するプロダクトになりま
した。

樹脂でカバーした写真表面と木材を組み合わせて温
かみを演出した「フォトＤｅｃｏ」や、つみ木そのものに
写真をプリントした「フォトＴＳＵＭＩＫＩ」。アクリル
ブロックに直接プリントする「フォトＢｌｏｃｋ」など、
インテリアの一部として飾れる新商材も多数出品予定。

ニーズに応えたサイト設計、シンプルでわかりやすい
料金設定のスクールフォトWEB閲覧・販売サービス
です。フォトクリエイト社と弊社システムの統合により
展示販売にも対応。現状のフローを維持しつつＷＥＢ
販売を始めることができるサービスを初期費用・月額
固定費０円で導入できます。

カメラ・ラインティングから、ミニラボまで、フォトビジ
ネスに必要なあれこれを業販価格で販売している
業者様向け会員制ＥＣサイト。撮影ビジネスを本業と
している方が必要とされるモノを幅広く品揃えして、
ビジネスのインフラをサポートしています。

●フォトロジＷＥＢサイト
http://www.photologi.jp

「JS・JCファッション」と「キッズダンス」に興味の
あるキッズを持つ保護者に、プロカメラマンの撮影
技術、そして「本物の写真をカタチに残すこと」の
良さを知ってもらえる企画としてスタート。オーディ
ション撮影を写真館様のプロモーションに活かして
いただき、末永くお付き合い出来る「ファン」作りの
きっかけになるようなイベントをめざしています。

学校行事や総合的な学習の時間などで、20歳の半
分の年齢である10歳（小学校4年生）を対象に1/2
成人式を開く小学校が全国的に増えてきました。
私たちは、新たな撮影機会の創出の提案として、「過去」
「現在」「未来」のテーマを意識した10歳の誕生日
プレゼントになる商材を企画。この素敵な文化浸透の
一翼を担っていきたいと考えています。

Mini-meは、スタジオでの撮影を前提にした「オン
デマンド・フィギュア作成サービス」。弊社が開発した
オリジナルの撮影システムをお使いいただくことで、
写真館さまは3Dにかかる高度な知識を必要とせず、
簡単に３Ｄフィギュアの販売ができるようになる、これ
までにない新しい撮影ビジネスに挑戦しています。

My Little Storyは、スタジオの一眼レフで撮影した
素材を利用して、家庭用ビデオカメラでは表現でき
ない、映画並の高品位な映像商材に仕上げる新しい
サービス。写真だけでは表現しきれない、撮影時の
緊張感、メイク時のワクワク感など、その時その瞬間
の『撮影体験』そのものを大切な物語として思い出に
残せる動画アイテムとなります。

主催 ： 株式会社ラボネットワーク



〈個人情報のお取り扱いについて〉
ご記入頂きました情報は、自社サービスのご案内やセミナー開催などの情報を提供する目的に限定し、それ以外の目的に利用することはありません。また、取得した個人情報を同意なしに第三者へ提供することはありません。自己
の個人情報について開示等の請求を行う場合は、下記「個人情報お問合せ窓口」までご連絡ください。【個人情報お問合せ窓口】TEL：048-227-1777（受付時間 9:00～18:00、土日祝日除く） 個人情報保護管理者 : 平川

展示会来場 申込書
ご来場及びセミナーの参加をご希望のお客さまは、下記申込書に必要
事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。セミナーは席数の
都合上、人数制限がございますのでお早めにお申し込みください。

貴社名

フリガナ

合計 名

来場お申込み記入欄

ご来場者数

セミナー
申込み

TEL

取引先
コード

会場のご案内

愛知県産業労働センター ウインクあいち
会場： 902会議室（展示・セミナー）

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

【交通アクセス】

お申し込み専用FAX 048-227-3546
お問い合わせTEL 0120-00-4901ラボネットワーク

フェアへの来場をご希望の方は 事前にお申込みが必要です

締め切り 8月20日（木）
2015年

名❶

名❷

名❸

プロ向け 一眼動画セミナー
「フォトグラファーだからこそ作れる、高品質な映像制作セミナー」

顔認識で変わるスクールフォトの世界

フォトビジネスソリューション2015 in 名古屋

❷ 15：00▶15：30（30分）  ❸ 16：00▶16：30（30分）  ❶ 13：00▶14：30（90分） 定員40名 定員40名定員40名

電車をご利用の場合
名古屋駅より（JR・地下鉄・名鉄・近鉄）

◎JR名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面…徒歩5分
◎ユニモール地下街 5番出口…徒歩2分　　　　　　　　　
※名駅地下街サンロードからミッドランドスクエア、マルケイ観光ビル、
　名古屋クロスコートタワーを経由　徒歩8分

お車をご利用の場合
名古屋高速都心環状線「錦橋」出口より…約6分

飛行機をご利用の場合
中部国際空港（セントレア）…約28分（名鉄空港特急利用）

映画のような映像表現を、小さなカメラで可能にした一眼動画
は写真の経験と感性を存分に生かせる新しいフィールドです。
フォトグラファー目線でのノウハウやアイディアを作例を交え
ながら4Kフォトの可能性についても講演していただきます。

プロ向け 一眼動画セミナー
「フォトグラファーだからこそ作れる、
  高品質な映像制作セミナー」

【プロフィール】（きのした ともき）
株式会社キューワークス 代表取締役。
学生時代から一貫して映像・写真分野でキャリ
アを積み、2004年キューワークスを設立。
2006年フォトスタジオのプロデュースにおい
てグッドデザイン賞を受賞。2009年には自社
フォトスタジオを東京代官山にオープン。映像と
写真を20年以上にわたり平行して手がけてお
り、フォトグラファー目線で映像制作を行うひとりである。また、撮影だけでなく
編集やワークフローについての造詣も深く、映像・写真・デザイン分野で企
画・撮影・編集をトータルに見られる強みを生かし、様々な提案を行っている。

講師　木下 知紀 氏

フォトクリエイトが新しく導入する
「顔認識機能」について
顔を認識する為の技術と機能導入後に変化
する新しいスクールフォト市場について
お伝えいたします。

顔認識で変わるスクールフォトの世界

【プロフィール】（フォトクリエイト）
株式会社フォトクリエイトはシステムを強みとし、インターネットでの
写真販売にて業界内で先駆け的な存在に成長。
 
ラボネットワークと学校写真のインターネット販売分野において、
約1年前の2014年6月に業務提携を発表。
今年4月に提携サービスがスタート。
 
新しい学校写真の世界を創造すべく顔認識機能をはじめ、今後新た
な機能を搭載することを予定しており、現在さらに注目を浴びている。

・「キレイに撮れます」「なんでも撮れます」はダメな時代。
  お客様の心に刺さる『尖ったスタジオ』の情報発信とは？
・時代のニーズに合った情報の発信の仕方とは？
・スマホ対応はなぜ必要なのか？

フォトスタジオ専門Webコンサルから見た
フォトスタジオがWebサイトで
発信すべき情報とは？

【プロフィール】（よしだ　ひでたか）
大手印刷会社、新聞系出版社に勤務後、
七五三に特化したポータルサイト『七五三
ドッとコム』を立ち上げる。
現在フォトスタジオを中心に全国700店舗
以上が同サイトに登録。同時に同サイト登
録のフォトスタジオを中心に、HP・ブログ・
SNSなどWeb戦略と集客・売上＆客単価
増のコンサルティングを行っている。フォトス
タジオの現場に訪問し、1店1店の特徴や強みを活かしたHPの運営・
発信をアドバイス、売上げ増に貢献。

講師　吉田 英隆 氏

フォトスタジオ専門Webコンサルから見た
フォトスタジオがWebサイトで発信すべき情報とは？
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(愛知県産業労働センター)

ウインクあいち専用駐車場入口
（ミッドランドスクエア側）

※会場にて駐車割引券をお渡しします。ウインクあいち専用駐車場をご利用ください。


