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サービス概要

■名称 ケータイプリン 「ケータイ証明写真」

■ＵＲＬ http://k-pri.jp/ (PC・携帯）

■内容 携帯電話で撮影した写真をセブン-イレブンのマルチコピー機でプリントできる証明写真サービス

■サイズ 運転免許証サイズ 24mm×30mm

履歴書証明写真サイズ 30mm×40mm

taspo証明写真サイズ 35mm×45mm

■購入価格 Lサイズ(127mm×89mm) 200円/1シート（税込）

1シートあたり3枚の証明写真と「お楽しみコンテンツ」が入ります

■用紙 銀塩写真に近い高画質・高光沢で耐久性のあるフォトペーパー

■購入店舗 全国のセブン-イレブン 12,034店 （一部店舗を除く）

■サービス開始 2008年8月8日

■特徴 メリット１ 超低価格！ 200円で証明写真が手に入る

自動証明写真機で500～700円、写真店なら1000円以上

メリット２ 全国のセブンイレブン（約12,000店）でプリントできる

自動証明写真機や写真店の場所は覚えていないけどセブン-イレブンならすぐわかる

メリット３ お気に入りの写真が使える

携帯なら何度でも取り直しできるので、自分のお気に入りの写真をプリントできる

メリット４ バリアフリー

外出が難しい方、子供、乳児のいるお母様でも自宅で手軽に撮影可能

メリット５ 環境にもやさしい

新たに発生するCO2はゼロ！

■商品イメージ （実寸）



3Copyright© 2008 Value Commitment ,INC.

購入方法
購入方法はいたってシンプルです。
ケータイで撮ったお気に入りの写真をメールで送るだけ。
あとは、メールの指示に従って、セブンイレブンのコピー機でプリントできます。

①携帯電話で撮影 ②メールで送信

当社サーバ XEROXサーバ
セブンイ-レブン店舗

③プリント予約番号

④証明写真印刷

１．写真を撮る ２．メールで送る
３．写真・プリント

予約番号を確認
４．セブンイレブンで

プリント

640640××480480pixlpixl（（VGAVGAモーモー
ド）以上を推奨ド）以上を推奨

写真とプリント予約番写真とプリント予約番
号（号（88桁）を確認桁）を確認

ネットプリントを選択ネットプリントを選択

200200円をコインキットへ円をコインキットへ

免許証サイズ ps@k-pri.jp
履歴書サイズ pm@k-pri.jp
タスポサイズ pl@k-pri.jp
へ添付してメールへ添付してメール
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証明写真の市場

68%が自動証明写真機で
撮影

自動証明写真機ユーザー
の46%が価格に不満

年間約6800万ショット
市場規模約800億円

既存サービスの不満点

写真店利用者の70%が価
格に不満

自動証明写真機ユーザー
の37%が「表情」に不満
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掲載メディア
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お客様の声

小さな子供がいると、証明写真を撮りに行くのも一苦労小さな子供がいると、証明写真を撮りに行くのも一苦労(*_*)(*_*)なので、なので、
時間がある時に自宅で撮影でき、撮り直しも何回でも可能、コンビ時間がある時に自宅で撮影でき、撮り直しも何回でも可能、コンビ
ニで受け取れ、そして安いっ！本当に便利で助かりました！ニで受け取れ、そして安いっ！本当に便利で助かりました！

障害のある子どもの証明写真で使用しました。障害のある子どもの証明写真で使用しました。 車椅子だったりす車椅子だったりす
るとよくある簡単な証明写真の中に入れずるとよくある簡単な証明写真の中に入れず かといって写真屋さんかといって写真屋さん
では高価なため、このシステムにはいたく感動しました。では高価なため、このシステムにはいたく感動しました。 お友達お友達
にも広めます。にも広めます。 ありがとうございました！ありがとうございました！

子供の証明写真撮るのに、証明写真の機械で撮りに行ったら、イス子供の証明写真撮るのに、証明写真の機械で撮りに行ったら、イス
は一番高くしても下の方だし、イスを合わせてたら、時間がきて勝は一番高くしても下の方だし、イスを合わせてたら、時間がきて勝
手にパシャ‥その点こちらは大変良かったです。手にパシャ‥その点こちらは大変良かったです。

いつもは高いお金を出して、せいぜいいつもは高いお金を出して、せいぜい11･･22枚しか使わないので、枚しか使わないので、
ちょうど良い値段でできたと思っていますちょうど良い値段でできたと思っています

『取り直しも出来て、自分で『取り直しも出来て、自分で 良いと思う写真が証明写真で使え良いと思う写真が証明写真で使え
る』このサービスゎとても良いと思いましたる』このサービスゎとても良いと思いました(^(^--^)^)

資格試験用に慌てて使ったのですがお家プリントより便利で簡単で資格試験用に慌てて使ったのですがお家プリントより便利で簡単で
安くて、とてもお気に入りになりました。友人にも紹介したところ安くて、とてもお気に入りになりました。友人にも紹介したところ
です。また便利なサービスを開発してください。です。また便利なサービスを開発してください。

「ケータイ証明写真」利用者へのアンケート調査結果「ケータイ証明写真」利用者へのアンケート調査結果

多くの利用者様からご意見をいただいております多くの利用者様からご意見をいただいております

今回父が入院し、障害や介護の手続き等で証明写真が必要で困って
いましたが、このサービスを知って、短時間でそれも200円で用意
でき、その後の手続きが早く進み 大変助かりました

あまりの安さに「他に登録料がいるのでは？」「写真が荒いので
は？」と心配しましたが、そんなことは全然ありませんでした。値
段も安いし、いい顔が撮れるまでやり直せるし、やり方は簡単だし
で、すごく満足です！また写真が必要になったら絶対利用させても
らいます☆

履歴書の写真を撮るには、お金もかかるし外に設置されてる無人の
証明写真は恥ずかしくて行きにくいと思っていました。 しかし、
携帯から写真を撮って直ぐに写真もでき、尚且つ２００円で出来る
事にはとても感動しました。

このサービスはとても便利でよいと思います。ただ全然ＰＲをされ
てないのでもったいないと思います。

住んでる近くに 証明写真機が無く 探し回ってる時に 友達から聞い
てセブン行きました～ 面接時間もギリギリで本当に助かりました。
ありがとうございました。
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Company Information 会社概要

2002年8月 会社設立

2004年2月 セブン-イレブン店舗(セブン-イレブン)にてネットプリントサービスを開始

2005年6月 資本金を1000万に増資、株式会社へ組織変更

2005年8月 日本複合カフェ協会に加盟

求人ポータルサイト「カフェジョブ」を開始

カフェジョブ事業において「ゲラゲラ」と業務提携

2005年9月 カフェジョブ事業において「ゆう遊空間」と業務提携

2005年9月 カフェジョブ事業において「まんがランドグループ」と業務提携

2005年10月 カフェジョブ事業において「自遊空間」と提携

2006年3月 カフェジョブ事業において「エアーズカフェ」と提携

2006年8月 カフェジョブ事業において「ＷＩＰ」 「ほっとステーション」と提携

2007年6月 カフェジョブ事業において「フリークス」「快活CLUB」と提携

2007年7月 カフェジョブ事業において「ヒーリンフィーリン」「アイカフェ」「moopa」と提携

2008年1月 カフェジョブ事業において「サイバック」「ポパイ」と提携

2008年3月 カフェジョブ事業において「ホットハート」と提携

2008年4月 カフェジョブ事業を株式会社プロシークに事業譲渡

2008年8月 「ケータイ証明写真」サービスを開始

私たちはＩＴを活用し、新たな価値を創造することにより社会に貢献します
私たちは関連する方々とのコミュニケーションを最も大切にし、お客様の満足を実現します
私たちは少子高齢化社会に向け、働きやすい職場づくりを実現します

「夢実現カンパニー」
我々はお取引先企業、ユーザー、社員、それぞれの夢の実現を支援できる企業を目指します。

私たちはお客様の『価値を約束』します

1．ＩＴプロモーションサービス
2．ＩＴビジネスサポートサービス
3．ネットプリントサービス

通信ネットワークを活用した新事業の企画・立案および運営事業

URL：http://www.vcm.co.jp    Mail: mail@vcm.co.jp

TEL：03-5774-5007 FAX：03-5467-5108

〒150-0011 東京都渋谷区東3-16-3 エフ･ニッセイ恵比寿ビル6F

1000万円

2004年2月

代表取締役 齋藤 和広

株式会社バリューコミットメント

連 絡 先

所 在 地

出 資 金

創 業

代 表 者

経 営 理 念

サ ー ビ ス

事 業 内 容

沿 革

行 動 指 針

ビ ジ ョ ン

会 社 名

コンテンツ

マーケティング

ネットワーク

事業ドメイン

お取引先

富士ゼロックス(株)、(株)TSUTAYA、(株)学習研究社、(株)デイリースポーツ社、テンプス

タッフ（株）、テンプスタッフラーニング（株）、日総工産(株)、(株)アイライン、日研総業（株）、

(株)シグマテック、（株）ウィル・ビー、（株）オピニオン、(株)コスモス、ソフトバンク・ヒューマ ン

キャピタル（株）、(株)パセリ、（株）グローリアス、（株）平山、（株）エリアネット、（株）フジス

タッフ、テルウェル東日本(株)、(株)ネット マークス、ビクターアークス(株)、ＮＴＴレゾナント

(株)、(株)竜の子プロダクション、(株) JALブランドコミュニケーション、（株）ランシステム、

（株）メディアクリエイト、（株）ベンチャ－バンク、（有）ベーダ横浜、インターピア（株）、 （株）

エアーズネット、（株）アクション、（株）モンテローザ、（株）ほっとステーション、（株）フリースク

コア、（株）ヴァリック、（株） ＮＥＳＴＥＡＧＥ、（株）ＯＩコミュニケーションズ（株）モアグッドタイ

ム、（株）ＫＴＭソリューション、（株）Ｊword、(株)デジタルソルーショ ン、(株)イデア、平安レ

イサービス(株)、(株)カラーテック、(株)ユニークデジタル、(株)ピーピーエス通信社、(株)レイ

アップ、(株)エーピー ピーカンパニー、(株)集文社、(株)シーウェーブ、(株)ジェオ、(株)ミル

キーカトゥーン、(株)オークス、(株)メディカルスタッフ、(株)プレス ト、インド大使館、(株)プロ

シーク、(株)墓地情報センター、エフアンドエス(株)、(株)ニスコム、ＲＥＶマーケティング(株)、

(株)ユーエフネッ ト、(株)新音アドプランニング、総合サーキット（株）、イーコミュニケーション

ズ株式会社、（株）まぐクリック、フジアルテ(株)、(株)スターコーポ レーション、(株)トーコー、

(株)日本綜合ビジネス、(株)ベネックス、(株)エー・オー・シー、(株)エリアネット


