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撮った写真がすぐアルバムに！ 本日より『AutoAlbum』サービス開始 
 

～ ウエディング、記念旅行、イベントなど、デジタル時代の画期的写真保存方法 ～ 

 

 
株式会社アスカネット（本社：広島県広島市、代表取締役社長：福田幸雄、以下 アスカネッ

ト）は、撮影した写真を、①インターネットへのアップロードするだけで、②簡単に本物のアル

バムを作成してくれる、自動アルバム製本サービス『AutoAlbum（オートアルバム）』（URL 

http://autoalbum.jp）を、本日より開始いたします。 

『AutoAlbum』は、従来のオンラインアルバムとは全く視点を変え、写真プリント／アルバム作

成／フォト CD 製作の写真整理の手間を一切はぶき、翌営業日には、写真がＬ版サイズで高品質印

刷され、Ａ４またはＡ５サイズで本格製本されたフォトアルバムを発送してくれるサービスです。 

アスカネットでは、従来より提供している『Mybook（マイブック）』とは別に、簡単保存を希望

されている多くのデジタルカメラユーザーに向けて、本サービスのメリットを積極的に告知し、

DPEプリントやプリンターによるセルフプリント以外の第3のアウトプット手法としてデジカメユ

ーザーに役に立つサービスとして定着を図ってまいります。アスカネットでは今後、広く

『AutoAlbum』を利用いただくとともに、自由なデザインが可能な『Mybook』へユーザーを誘導し

ていく考えです。 

本件の詳細につきましては添付資料をご参照ください。 

なお、本件が当期の業績に与える影響は現時点では未定でありますが、今後、重要な影響を与え

ることが判明した場合には速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 

 

http://autoalbum.jp/
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【報道関係各位】 

 

 

 

撮った写真がすぐアルバムに！ 本日より『AutoAlbum』サービス開始 
 

～ ウエディング、記念旅行、イベントなど、デジタル時代の画期的写真保存方法 ～ 

 

デジタルフォトサービス大手の株式会社アスカネット（本社：広島県広島市、代表取締役社長：福田幸

雄、以下 アスカネット）は、撮影した写真を、①インターネットへのアップロードするだけで、②簡単に本物

のアル バ ム を作成 し てくれる 、自動 アル バム製本サー ビ ス『 AutoAlbum （オ ートア ルバ ム） 』（ URL 

http://autoalbum.jp/）を、11 月 16 日（木）より開始することを発表します。 

 

従来、デジカメ写真のアウトプット（出力）は、DPE ショップに持ち込むかプリンターを利用して印刷するな

どの方法が代表的でしたが、いずれも最終的にはプリントした後にアルバムに貼るなどの整理作業が発生

し、現代の忙しい時代背景にはそぐわない手間ひまのかかる作業でした。 

『AutoAlbum』は、従来のオンラインアルバムとは全く視点を変え、写真プリント／アルバム作成／フォト

CD 製作の写真整理の手間を一切はぶき、翌営業日には、写真がＬ版サイズで高品質印刷され、Ａ４また

はＡ５サイズで本格製本されたフォトアルバムを発送してくれるサービスです。ややもすると「面倒くさいから

後で・・・」と送らずそのままになっていた仲間や親戚との記念写真、またウエディング、運動会、旅行などの

イベント時の思い出の写真、一年間撮りだめた写真も、『AutoAlbum』サービスを利用することにより、その

記憶が色鮮やかに、簡単に、手間いらずで保存することができます。 

 

■『AutoAlbum』サービスの特色 

①簡単発注：インターネットでデジカメ写真をアップロードするだけの簡単発注 

②低 価 格：ハードカバー本格製本代込みで、Ｌ版相当サイズ 1 枚あたり 16 円（Ａ４サイズ・80P の場合） 

③短 納 期：アルバム仕立ての上、翌営業日発送 

④本格製本：各ページ UV ニス加工、ハードカバー製本（角山上製本） 

 

 

 

 

 

 

 

2006 年 11 月 16 日 
株式会社アスカネット 

『AutoAlbum』 

サンプルイメージ 
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当社では『AutoAlbum』サービスの提供を通じ、DPE プリント/セルフプリント/アルバム貼り/フォト CD 保

存など既存の写真保管方法とは異なる、新しい写真のアウトプット文化の創造を目指してまいります。 

 

－ 『AutoAlbum』サービス概要 － 

 

■サービス概要： 

① データストレージ機能： 

マイページに 1GB まで画像ストック無料。 

② アルバム制 作 機 能： 

アップロードしている写真で、簡単に 1 冊からフォトア

ルバムが制作できる。 

■データアップ方法： 

ホームページでユーザー登録すると、サーバー上に自

分の保存スペース(マイページ)を取得できる。 

撮影の都度、メディアをパソコンに繋いでアップロードし

ておくことで自分のパソコンと同じように閲覧・公開・追

加・削除が可能。 

■アルバムオーダー方法：全 4 種類 

①予 約 機 能：予め設定していたページ数や写真点数になったらアルバムにするという予約をしておくと、

データ点数が達した時点で自動的にアルバム作成。大事な写真を忘れずにアルバムに

残したい場合などに最適。 

②日 付 指 定: 撮影日時で写真を選択してアルバム作成。旅行やイベントなどの写真保存に最適。 

③リアルタイム： アップロードした写真をすぐにアルバム作成。 

④セ レ ク ト： アップロード済みの写真から希望写真を指定してアルバム作成。  

○そ の 他： ・アルバムに収録した写真全てを CD のオプション注文も用意。アルバムの最終ページ

添付（1 冊分 420 円(税込)）。 

 ・発送先を指定することで、友人や親戚などへアルバムを贈ることも可能。 

 

■アルバム：A4 サイズと、A5 サイズの 2 種類 

【A4 サイズ】 サイズ：横 293mm×縦 214mm 

○ページ数：8～80 ページ ○背幅：11mm ○表紙：ハードカバー グロスラミネート 

○本文：UV ニス加工 ○製本：上製本 ○画像：jpg 画像  1～320 枚 

○カバーデザイン：24 種類（全 24 種類からお好みのものをお選びいただけます） 

○価格：1,575～4,977 円（税込、送料別） ※ご参考：写真 1 枚あたりの換算価格＝16 円（80P ページ時） 

【A5 サイズ】 サイズ：横 151mm×縦 214mm 

○画像：jpg 画像  1～160 枚 ※その他は A4 サイズと共通 

○価格：1,239～2,993 円(税込、送料別)  ※ご参考：写真 1 枚あたりの換算価格＝19 円（80P ページ時） 

【ホームページ画面】 
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■その他の機能：写真の共有、閲覧機能 

『AutoAlbum』にアップロードした写真や作成したアルバムをギャラリーに公開することができます。また、

それらの写真やアルバムを知人に知らせる案内機能があります。 

 

■既存のアルバム作成サービスとの違い 

撮影

プリント

１．セルフ・プリント
（店頭、自宅プリンター）

２．ネット・プリント

３．お店・プリント
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受取必要

整理
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データ整理
ＰＣコネクト
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簡単管理 アルバム制作まで一括Benefit

撮影～プリント～整理までのフロー

 
 

 

 

現在、携帯カメラを含めたデジカメは、フィルムなどの初期費用が不要な為にシャッターを押されている

回数が約 4 倍にも膨れ上がり、年間ショット数が 145 億ショットに達しています。一方、写真アウトプット市場

はデジタル化によりプリントしなくとも閲覧できたり、データとして保存できることなどから、減少傾向がうかが

えます。つまり、デジタルカメラのショット数の伸びから写真の潜在マーケットは成長しており、ユーザーは

最適なプリントソリューションを求めていると考えられます。 
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そして昨今デジカメ時代の新たな問題として、面倒くささから写真データをパソコンなどに保存したまま、

データ消失をした経験を持つ人も増加しています。『AutoAlbum』は、思い出がたくさん詰まった大切な写

真を将来の為に何らかの形で残しておきたいと考えている人達のために開発された、デジカメ時代の簡

単・便利な写真保存サービスです。 

 

当社では今後、従来より提供している「MyBook（マイブック）」とは別に、簡単保存を希望されている多くの

デジタルカメラユーザーに向けて、本サービスのメリットを積極的に告知し、DPE プリントやプリンターによる

セルフプリント以外の第 3 のアウトプット手法としてデジカメユーザーに役に立つサービスとして定着を図っ

てまいります。 

 

 

■本サービスの詳しい内容は、下記をご覧下さい。 

http://autoalbum.jp/ 

http://www.asukanet.co.jp/main/news/news/061116.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■株式会社アスカネットについて 

株式会社アスカネットは最新のデジタル技術とインターネットを利用した画像修整サービスと写真関連

事業で 2005 年 4 月東証マザーズへ上場。デジタルカメラの普及によりオリジナル写真集製本サービス

の需要が拡大中。 URL http://www.asukanet.co.jp 

 

 

 

■本件に関する報道関係者のお問合せ先 

株式会社アスカネット 広報担当：雨宮秀仁 

TEL：043-299-1581 FAX：043-350-0195 E-mail：pr@asukanet.co.jp 

http://autoalbum.jp/
http://www.asukanet.co.jp/main/news/news/061116.html
http://www.asukanet.co.jp

