
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

2 ～ 6 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

PREMIUM

◆   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

Girls Handmade｜オープニング

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

郵便番号 ご住所 

写真　▶　16 枚（ 新郎 5 枚、新婦 5 枚、二人 6 枚 ）　　※ 写真の増減できません

音楽　▶　1 曲

時間　▶　3 ～ 4 分

写真　▶　2 ～ 34 枚（ 新郎 1 ～ 5 枚、新婦 1 ～ 5 枚、二人 0 ～ 24 枚 ）

音楽　▶　1 曲

時間　▶　2 ～ 6 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。



写真 テキスト ムービー

Girls Handmade｜オープニング

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

修正

新郎・自己紹介（推奨 20 文字、最大 40 文字）修正 修正

新郎・メッセージ（推奨 20 文字、最大 40 文字）修正 修正

修正

修正

修正

新婦・自己紹介（推奨 20 文字、最大 40 文字）修正 修正

新婦・メッセージ（推奨 20 文字、最大 40 文字）修正 修正

修正

B 04

B 03

B 02

B 01

A 05

A 04

A 03

A 02

A 01

会場名（半角ローマ字） 修正

新郎・名前（半角ローマ字） 修正

メモ

新婦・名前（半角ローマ字） 修正

メモ



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

メッセージ（ 20 文字 3 行 ）

メッセージ（ 20 文字 3 行 ）

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

※ C 04 と C 05 は、2 枚 1 組です

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

写真 テキスト ムービー

C 07

C 06

C 05

C 04

C 03

C 02

C 01

B 05

Girls Handmade｜オープニング



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

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

写真 テキスト ムービー

C 17

C 16

C 15

C 14

C 13

C 12

C 11

C 10

C 09

C 08

Girls Handmade｜オープニング

※ C 10と C 11は、2 枚 1 組です

※ C 16 と C 17 は、2 枚 1 組です



修正 修正

修正 修正

修正 修正

修正 修正

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

メモ

メモ

メモ

メモ

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

写真 テキスト ムービー

C 21

C 20

C 19

C 18

Girls Handmade｜オープニング

修正

修正

修正

メモ

メモ

メモ

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

コメント（推奨 20 文字、最大 40 文字）

C 24

C 23

C 22

修正

修正

※ C ２２ と C ２３ は、2 枚 1 組です


	Music_1: ‚Í‚¢
	Music_2: Off
	Music_3: Off
	Music_4: Off
	Music_5: Off
	Music_A: 
	Music-memo_A: 
	reMusic_A: Off
	Font: Font_4
	Font_big: Off
	OP_2: Off
	OP_3: Off
	OP_3-2set: Off
	OP_3-3set: Off
	OP_4: Off
	OP_4-2set: Off
	OP_4-3set: Off
	OP_5: Off
	OP_5-2set: Off
	OP_5-3set: Off
	OP_6: Off
	OP_6-2set: Off
	OP_6-3set: Off
	OP_7: 
	OP_7-2set: Off
	OP_7-3set: Off
	OP_8: 
	OP_8-2set: Off
	OP_8-3set: Off
	OP_9: Off
	OP_9-2set: Off
	OP_9-3set: Off
	Voice: Off
	Name: 
	Day: 
	Zip: 
	Address: 
	Text_01: Annie Hotel
	reText_01: Off
	rePhoto_02: Off
	Text_02: Shuichi Watanabe
	reText_02: Off
	memo_02: 
	rePhoto_03: Off
	Text_03: 渡辺 修一　1985.11.2生
	reText_03: Off
	memo_03: 
	rePhoto_04: Off
	Text_04: 今日は最後まで楽しんでいってください！
	reText_04: Off
	memo_04: 
	rePhoto_05: Off
	memo_05: 
	rePhoto_06: Off
	memo_06: 
	rePhoto_07: Off
	Text_07: Kyoko Nakamura
	reText_07: Off
	memo_07: 
	rePhoto_08: Off
	Text_08: 中村 恭子　1985.11.8生
	reText_08: Off
	memo_08: 
	rePhoto_09: Off
	Text_09: 今日は皆様と楽しい時間を過ごせたら嬉しいです！
	reText_09: Off
	memo_09: 
	rePhoto_10: Off
	reText_10: Off
	memo_10: 
	rePhoto_11: Off
	memo_11: 
	Text_12: 本日はお忙しい中私たちの二人のためにお集まり頂き誠に有り難うございます
	reText_12: Off
	Text_13: 短い時間ではありますがみなさまと想い出に残るような素敵な時間を過ごせれば幸いです
	reText_13: Off
	rePhoto_14: Off
	Text_14: 私たちが今日を迎えることができたのは
	reText_14: Off
	memo_14: 
	rePhoto_15: Off
	Text_15: 今日ここにいらっしゃるみなさまのおかげです
	reText_15: Off
	memo_15: 
	rePhoto_16: Off
	Text_16: 精一杯の感謝の気持ちを込めて
	reText_16: Off
	memo_16: 
	rePhoto_17: Off
	Text_17: 私たちの披露宴を開演させて頂きます
	reText_17: Off
	memo_17: 
	rePhoto_18: Off
	memo_18: 
	rePhoto_19: Off
	Text_19: まもなく新郎新婦の入場です！
	reText_19: Off
	memo_19: 
	rePhoto_20: Off
	Text_20: 
	reText_20: Off
	memo_20: 
	rePhoto_21: Off
	Text_21: 
	reText_21: Off
	memo_21: 
	rePhoto_22: Off
	Text_22: 
	reText_22: Off
	memo_22: 
	rePhoto_23: Off
	Text_23: 
	reText_23: Off
	memo_23: 
	rePhoto_24: Off
	memo_24: 
	rePhoto_25: Off
	Text_25: 
	reText_25: Off
	memo_25: 
	rePhoto_26: Off
	Text_26: 
	reText_26: Off
	memo_26: 
	rePhoto_27: Off
	Text_27: 
	reText_27: Off
	memo_27: 
	rePhoto_28: Off
	Text_28: 
	reText_28: Off
	memo_28: 
	rePhoto_29: Off
	Text_29: 
	reText_29: Off
	memo_29: 
	rePhoto_30: Off
	memo_30: 
	rePhoto_31: Off
	Text_31: 
	reText_31: Off
	memo_31: 
	rePhoto_32: Off
	Text_32: 
	reText_32: Off
	memo_32: 
	rePhoto_33: Off
	Text_33: 
	reText_33: Off
	memo_33: 
	rePhoto_34: Off
	Text_34: 
	reText_34: Off
	memo_34: 
	rePhoto_35: Off
	Text_35: 
	reText_35: Off
	memo_35: 
	rePhoto_36: Off
	memo_36: 
	rePhoto_37: Off
	Text_37: 
	reText_37: Off
	memo_37: 


