
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

3 ～ 4 分 修正

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


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

写真　▶　22 枚

音楽　▶　1 曲

時間　▶　3 ～ 4 分

Live My Life｜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 

※ 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

Live My Life｜オープニング

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

新郎・自己紹介（20文字 5行）

新婦・自己紹介（20文字 5行）

修正
修正

修正

修正

修正

修正

修正

修正 修正

07

06

05

04

03

02

01

会場名（半角ローマ字） 修正

新郎・名前（半角ローマ字） 修正

新婦・名前（半角ローマ字） 修正

修正新郎・お客様へ一言（20文字 3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

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

メモ

コメント（10 文字 3 行）

コメント（10 文字 2 行）

コメント（10 文字 2 行）

写真 テキスト ムービー

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

Live My Life｜オープニング

修正新婦・お客様へ一言（20文字 3行）



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

写真 テキスト ムービー

22

21

20

19

18

Live My Life｜オープニング

コメント（10 文字 2 行）

コメント（10 文字 2 行）

コメント（10 文字 2 行）

コメント（10 文字 3 行）

修正

メモ

メッセージ 1（12 文字 3 行）

修正

メモ

メッセージ 2（12 文字 3 行）
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