
http://anni-film.com/windows.html
mailto:info@anni-film.com
http://anni-film.com/mac.html
http://anni-film.com/iphone.html
http://anni-film.com/android.html


A 07

メモ



C 04

コメント（推奨 40 文字、最大 60 文字）



B 08

B 07

B 15

B 14

A 17

コメント（推奨 40 文字、最大 60 文字）

メモ

修正

✓ ✓
修正



番号

メモ

4 ～ 5 分 修正

http://anni-film.com/audition.html
http://isum.or.jp/b/musiclist/


http://anni-film.com/pikapika_p.html
http://anni-film.com/twinkle_e.html
http://anni-film.com/livemylife_p.html


http://anni-film.com/voice.html
http://anni-film.com/sample/sp.mp4


STANDARD

◆   ラベル用テキストを記入してください

◆   商品発送先（お申し込み時の住所と異なる場合のみ）

◆   商品構成について

Live My Life｜エンドロール

二人の名前（例 Shuichi & Kyoko） 日付（例 2016.10.15）  

郵便番号 ご住所 

写真　▶　37 枚　　※ 写真の増減はできません

音楽　▶　1 曲

時間　▶　4 ～ 5 分

※ 会場に直送したい場合は、宛先（郵便番号・住所・施設名・担当者名・電話番号）を別途お知らせください。



※クレジットは、文字制限内なら1人ずつ、あるいはグループ毎にコメントを入れることも

　可能です。名前のみの場合はこちらでバランスよく2列にします。尚、ムービーの仕様上、

　写真毎の表示時間が異なるため、写真とテキストを完全に合わせることはできません。

写真 テキスト ムービー

Live My Life｜エンドロール

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

最後のメッセージ（20文字 7行） 修正

修正

修正

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）修正 修正

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）修正 修正

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）修正 修正

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）修正 修正

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）修正 修正

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）修正 修正

08

07

06

05

04

03

02

01

会場名（半角ローマ字） 修正

新郎・名前 修正

新婦・名前 修正



修正 修正

修正 修正

修正 修正

修正 修正

修正

修正

修正

修正 修正

修正 修正

修正 修正

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

写真 テキスト ムービー

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

Live My Life｜エンドロール

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）



修正 修正

修正 修正

修正 修正

修正

修正

修正 修正

修正 修正

修正 修正

修正 修正

修正

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

写真 テキスト ムービー

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

Live My Life｜エンドロール

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）



修正 修正

修正 修正

修正 修正

修正

修正 修正

修正 修正

修正 修正

修正 修正

修正 修正

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

写真 テキスト ムービー

37

36

35

34

33

32

31

30

29

Live My Life｜エンドロール

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）

クレジット（１グループ、20 文字 10 行）
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