
スキャンサービスに関するお問合せ・お申込書送付先

〒990-2161 山形市大字漆山字大段1865-5

パソコンで閲覧し
たり、省スペース
で保管可能！

大切なご先祖様・ご家族の
～あなたやご家族の想い出・記憶を未来へ運ぶお手伝い～

DVD-R

USBメモリ

デジタルフォトフレーム

遺影・肖像画

L判写真

パソコンで閲覧したり、お手持
ちのデジタルフォトフレーム等
に繋げて閲覧できます！

テレビに接続して大画面で家
族や親戚で見る事も可能！
プレゼントにも最適です！

冠婚葬祭等で
親戚が集まる時

家族だんらん

リビングや
ベッドサイドに
飾っておける

データ
保存

>>>>> 詳しいプラン・料金については裏面をご覧ください >>>>>

※「久遠の森」と提携し
ております。「お焚き上
げ終了のご報告」のお

ハガキを郵送致します。

遺影・写真等の
【お焚き上げ供養】
承ります！

株式会社ティスコ運輸 デジタルアーカイブ事業部

☎023-666-5620営業時間/月～金曜日（9：00～12：00・13：00～18：00）土・日・祝日は休み

FAX.023-666-5621

想い出の写真をもっと身近に！
遺品整理や断捨離、お引越し、施設等へ
の入居。大きくてスペースが必要な遺影
やアルバム、また想い出の写真は捨てづ
らくお困りではありませんか？ご先祖様・
ご家族の写真をスキャン（データ化）する
事で、すっきりコンパクトにできます！！

Before

After

▲お焚き上げ供養

着払発送

写真を選ぶ スキャン・データ化 選べるデータ納品形態

悠々楽々閲覧！悠々楽々閲覧！

想い出は
大切だけれど…
困ったわ～



※全てのプランで、お送りいただいた遺影・肖像画・写真等はスキャン後にこちらで処分いたしますので、予めご了承ください。
※遺影の額縁・ガラスは外し、遺影や肖像画のみ折れないように専用の資材にて梱包し、宅配便（着払い）にて弊社までご送付ください。
（サービスお申込み後、専用の梱包資材をお送りします。）
※写真はアルバム等から取り出してご送付ください。上から順番にスキャンいたしますので、必ずご希望の順番に揃えてください。
※遺影・肖像画サイズは通常四つ切（30.5×25.4㎝）～最大A3まで対応可能（それ以上のサイズの場合は別途お問い合わせください。）
※遺影・肖像画・写真は白黒、カラーともに同料金です。遺影・肖像画・写真のスキャン画像解像度は400dpiで設定しております。
※上記プランに収まらない発注希望枚数の場合は、実費で別途料金が発生いたします。（詳細はホームページの料金表をご参照ください。）
※データ形式はJPG、データ名は数字連番になります。（データ名付与をご希望の場合は、別途料金が発生いたします。）
※デジタルフォトフレームの初期不良の有無は弊社にて検品しております。万が一納品後、不具合・不良がございましたら1週間以内でした
ら交換を承ります。1週間以内であってもお客様の元で故障した場合は交換の対象外になりますので予めご了承下さい。また、それ以降の
不具合・不良につきましては弊社では保証いたしかねます。お手数ですが直接メーカーまでお問い合わせください。
（1年間のメーカー保証付）

お問合せ・お申込書送付先

ティスコ運輸 デジタルアーカイブ

株式会社ティスコ運輸 デジタルアーカイブ事業部 TEL.023-666-5620
〒990-2161 山形市大字漆山字大段1865-5（漆山駅より東へ1km）FAX.023-666-5621
営業時間/月～金曜日（9：00～12：00・13：00～18：00） 土・日・祝日は休み

検索

※すべてのプランでお写真はスキャン後、処分いたします。
※記載料金はすべて税込です。 2021年3月現在

◎A3サイズ以内
遺影・肖像画・・・・・・・・ 2枚

◎L判写真・・・・・・・・・・ 60枚

◎A3サイズ以内
遺影・肖像画・・・・・・・・ ４枚

◎L判写真・・・・・・・・・・120枚

◎A3サイズ以内
遺影・肖像画・・・・・・・・ 6枚

◎L判写真・・・・・・・・・ 180枚

写真枚数でプランをお選びください！
Mプラン

6,600円（税込）

Lプラン

7,700円（税込）

Sプラン

5,500円（税込）

プラン料金にプラスされます。

（29.7×42㎝） （29.7×42㎝） （29.7×42㎝）

パソコンで閲覧したり、省スペースで保管可能

DVD-R 1,650円

USBメモリ 2,640円

デジタルフォトフレーム7インチ
（8.6×15.4ｃｍ） USBメモリ付

10,450円

【選べるデータ納品形態】

パソコンで閲覧したり、お手持ちのデジタルフォトフ
レームに繋げて閲覧できます！

テレビに接続して大画面で家族や親戚で見る事
も可能！お部屋に飾ったり、プレゼントにも最適

デジタルフォトフレーム10インチ
（12.7×22.5ｃｍ） USBメモリ付

13,530円 ※「久遠の森」と提携しております。お焚き上げ
終了後、「お焚き上げ終了のご報告」のおハガキ
を郵送致します。

遺影・写真等の
【お焚き上げ供養】
追加料金3,300円
にて承ります！

※【住むーぶ】にてお焚き上げ
サービスをお申込みの場合、
こちらのお申込みは不要です。

コンパクト保管

パソコン閲覧等

飾る・見る・楽しむ

（税込）

※商品写真は参考イメージ

梱包資材セット

※お申込み確認後、【梱包資材】
【着払い送り状】をお届けします。

本サービスお申込・同意書に必要事項をご記入後、
郵送・FAX・住むーぶスタッフへお渡しください。

郵送 FAX スタッフへ

お写真発送用（お客様→弊社）梱包資材・送料

お写真処分込み
お写真発送用（お客様→弊社）梱包資材・送料

お写真処分込み

お写真発送用（お客様→弊社）梱包資材・送料

お写真処分込み

21.03

「お申込・同意書」はホームページで
ダウンロードできます。

【ご注意事項】



1.電子化するもの（以下、「原本」という）について
● 遺影の額縁・ガラスは外し、遺影や肖像画のみ折れないように専用の資材に梱包し、宅配便（着払い）

にて弊社までご送付ください。（サービスお申込み後、専用の梱包資材をお送りします。）
● 写真はアルバムなどから取り出してご送付ください。上から順番にスキャンいたしますので、必ずご希望の

順番に揃えてください。
● データ形式はJPEG、データ名は数字連番になります。
● 遺影・肖像画サイズは四つ切（30.5×25.4㎝）～最大Ａ3（42×29.7㎝）サイズまで対応可能。

（それ以上のサイズの場合は料金が発生いたします。詳しくは、お問い合わせください。）
● プランに収まらない発注希望枚数の場合は、実費で別途料金が発生いたします。（詳細はHPの料金表を

ご参照ください。）
● 遺影・肖像画・写真は白黒、カラーともに同料金です。
● 遺影・肖像画・写真のスキャン画像解像度は400dpiで設定しております。
● ネガ・ポジ・フィルム・立体造形物などのスキャンは弊社では対応しておりません。
● スキャンしたものは、オリジナルの色みと違う場合がありますので予めご了承ください。
● 丁寧な作業を心がけておりますが、原本が劣化している場合スキャン作業時に破損する場合があります。
● 現場にて作業不可能と判断した場合はご連絡の上、返却もしくは着払いにて返送させていただきます。
● ご注文をいただきますと直ちにスキャン作業に入りますので、原則、ご注文後のキャンセルはできかねます。
● 弊社で電子化したデータにより、お客様と肖像権者並びに関係者の間で紛争、賠償請求、訴訟等が生じた

場合、お客様は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、弊社では一切の責任を負いません。

2.画像加工・修正について
● モノクロやセピア写真をカラー写真にするなどの加工・修正には対応しておりません。
● トリミングにあたり、上下左右に若干裁ち落としが生じ、同じ大きさの写真でもデータのサイズが異なる場合

がありますので、予めご了承ください。

3.処分について
● プラン内に処分費も含まれています。（原本返却ご希望のお客様は、お問い合わせください。その場合は

別途返送料が発生いたします。）
● 原本はデータお届け後、1週間で処分いたします。それ以降の返却は対応を出来かねますので予め

ご了承ください。
● 「写真スキャンサービス　お申込・同意書」にご記名、押印をもちまして写真等を処分することに同意いた

だいたとみなしますので、予めご了承ください。

4.お焚き上げについて
● ご希望のお客様へ、梱包用資材と共にお焚き上げのパンフレットと同意書をお送りします。
● お焚き上げは、提携会社「久遠の森」に委託しております。

5.納品について
● 納品する媒体は弊社にて準備したものに限らせていただきます。
● OSのバージョンによっては古いOSが搭載されているPCや他の機器では、書き込まれたデータを読み取り

できないことがあります。また、Windows10以前の動作環境の場合は、動作の保障はいたしかねます。
● 保存容量は、DVD-Rは1枚4.7GBまで、USBは1個16GBまでです。DVD-Rは、パソコン閲覧専用です。
● 原本の数量・状態、年末年始・GW・夏季休業などでご希望の納品宅配日時に納品できない場合がござい

ますので予めご了承ください。
● デジタルフォトフレームの初期不良の有無は、弊社にて検品しております。万が一納品後、不具合・不良が

ございましたら1週間以内でしたら交換を承ります。１週間以内であってもお客様の元で故障した場合は
交換の対象外になりますので予めご了承ください。また、それ以降の不具合・不良につきましては弊社では
保証いたしかねます。お手数ですが直接メーカーまでお問い合わせください。（１年間のメーカー保証付）

6.お支払方法について
● ご請求書の発行はいたしませんので、「お申込書」の①～⑤の合計金額を目安にして現金をご準備いた

だき、宅配業者へお支払いください。
● 代引手数料及び納品の際の宅配送料はお客様ご負担となります。また、代金引換は現金のみのお支払い

となります。

株式会社ティスコ運輸 デジタルアーカイブ事業部まで

TEL.023-666-5620 FAX.023-666-5621 Email: archive@hakobimasu.co.jp
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※ 申込者・使用者ともに反社会組織に属する方はお断りします ※

写真スキャンサービス　お申込前の注意事項

〒990-2161 山形市大字漆山字大段1865番地5　営業時間：月～金曜日 9:00～12:00・13:00～18：00 土・日・祝日は休み

お問い合わせ先



▽該当する項目に☑チェックまたはご記入お願いします。記載料金はすべて税別です。 受付日 年 月 日 受付者

 ご連絡先電話番号

 お名前

 ご連絡先メールアドレス

 ご住所　〒

 納品先

① ３つのプランからお選びください

□プランS　5,500円 □プランM　6,600円 □プランL　7,700円

A3サイズ以内……… 2枚 A3サイズ以内……… 4枚 A3サイズ以内……… 6枚

L判写真…………… 60枚 L判写真………… 120枚 L判写真…………… 180枚

※A3サイズ…29.7×42㎝

② 納品媒体 ③ オプション ④ 送料

□DVD-R 　 　＋1,650円 □宅配60サイズ  ＋770円

□USBメモリ 　　＋2,640円 □お焚き上げ ＋3,300円 ②にてDVDかUSBメモリを選択された方

□デジタルフォトフレーム7インチ □宅配100～140サイズ ＋1,848円

　＋10,450円 □
　画面サイズ…8.6×15.4㎝

□デジタルフォトフレーム10インチ

　＋13,530円

　画面サイズ…12.7×22.5㎝ ①プラン 円

⑤ お支払い方法 ⑥ ご希望の納品宅配日時 ②納品媒体 円
（代金引換は、現金のみのお支払い）

月 日 ③オプション 円
□①～④の合計金額

1万円(税込）以下 　＋330円 □午前中 □18-20時 ④送料 円
□①～④の合計金額 □12-14時 □18-21時

3万円(税込）以下 　＋440円 □14-16時 □19-21時 ⑤代引手数料 円
□16-18時 ①～⑤の合計金額＋消費税

円

株式会社ティスコ運輸 デジタルアーカイブ事業部まで

〒990-2161 山形市大字漆山字大段1865番地5　 Email: archive@hakobimasu.co.jp

写真スキャンサービス　お申込・同意書

時
頃

お電話ご希望連絡時間ご希望連絡手段

□電話 □メール

　

ご請求金額の目安（お見積）
となります

営業時間：月～金曜日　9:00～12:00・13:00～18：00　土・日・祝日は休み

　フリガナ

21.03

②にてデジタルフォトフレーム
を選択された方

様

必ず『写真スキャンサービス
お申込前の注意事項』を

よくお読み頂き、 同意の上、
左記にチェックし、お申込

お願いいたします。

TEL.023-666-5620　FAX.023-666-5621

㊞

お焚き上げを
「シルバー住むーぶ」にて
お申込済みの方 ＋0円

▽いずれかの項目にチェックお願いします

▽いずれかの項目にチェックお願いします

USBメモリ付

▽ご希望の方のみチェックお願いします

なければ④へお進みください

USBメモリ付

▽いずれかの項目にチェックお願いします

（最大）

営業時間：月～金曜日 土・日・祝日は休み
9:00～12:00・13:00～18：00

▽いずれかの項目にチェックお願いします

▽いずれかの項目にチェックお願いします

お問い合わせ先

スキャン後、お写真は処分いたします

すべてのプランに発送用梱包資材費・原本処分費込み




