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ポートレート撮影セッション

プロセスガイド



払った分相応のものを手に入れる」とよく言われますが、
em.fotografikの場合、お支払った金額以上の価値を提供して
いると自信を持って言えます。 私たちの写真撮影は、お客
様それぞれのニーズに合わせて行っております。 照明から
場所、クリエイティブなテーマまで、すべてが細心の注意を
払って実施されているため、写真は非常に美しいだけでな
く、長年にわたって使用し楽しむことができる時代を超越
した芸術作品です。

イントロダクション



ステップBYステップ

撮影プロセス



撮影を検討する前に私たちが最初にすることは、あなたが
どのような写真撮影をしたいかを理解するために、まず電
話またはメールでお話を伺います。 私たちはあなたの個人

的なお好み、性格、好き嫌いなどを理解し、どのような写
真撮影が最も適しているかを判断します。

さらに、あなたがこの撮影で何を達成したいのかを理解しよ
うとします。個人的な宣伝のためですか？自分のブランドや
サービスの宣伝のためですか？ 俳優、ミュージシャン、ダン

サー、または他のエンターテイナーであり、クリーンでシン
プルなヘッドショットを探していますか？ それとも自分が演

奏している音楽とバンドを世界に知らせる美しいCDカバーを

探していますか？

あなたはフィットネスモデルまたはボディビルダーで自
分の美しい体形を披露するためのショットを探していま
すか？ あなたは壁に掛ける美術の肖像画を探している

芸術愛好家ですか？ それとも、あなたと愛する人が楽

しむ美しい瞬間を捉えたいですか？ これらは私達がご

満足いただくために聞く質問で、回答によってもっとも
適切なポートレート撮影をデザインします。

あなたが払った時間とお金にはそれだけの価値があると確
信できるよう、我々はあなたが「何故」撮りたいのかにつ
いて、「何を」撮りたいのかと同じように重視します。だ
から我々は撮影を検討する前からあなたのニーズを把握し
ようとします。

我々はあなたをセレブや著名なクライアントと同じよう
に丁寧な扱いをします。

あなたはスタ－です

STEP 1
撮影するまでに



あなたの特別なニーズを理解した後、私たちが行う2つ目の

ことは、あなたが満足できる予算を組むことです。 予算が合

意されたら、撮影日を予約するために*返金不可の50％の手

付金を支払っていただく必要があります。
*注：手付金を受け取るまで、撮影日を予約することはでき

ません。

手付金を確認できたら、すぐに撮影の準備に取り掛かりま
す。 これには、スタジオの予約、メイクアップアーティス

ト、ヘアスタイリスト、衣料品スタイリストなどのクリエ
イティブチームの編成が含まれる場合があります（選択し
たオプションによって異なります）。 ロケハンをすること

にした場合は、ロケハン、撮影許可の取得（必要な場
合）、バンのレンタル、会場の予約など、写真撮影を成功
させるために必要な準備を開始します。 あなたが私たちの

カメラの前に足を踏み入れるずっと前から私たちのプロセ
スがもう始まります、これは手付金が返金できない理由で
す。 

 私たちは高額の撮影にふさわしい価値の高い作品を一枚一

枚作りだす為に、撮影のかなり前から調査、計画、準備を
開始します。

*NOTE 
予算の残高は、実際の撮影日までにお支払いいただきま
す。 撮影当日の朝にデポジットするか、現金でお支払いく

ださい。 例外はありません。

　お振込銀行口座情報:

有限会社�EMERGE（イマージュ）�
Bank�Name:�Mizuho�Bank�(みずほ銀

行)�

Branch�Name:�Ichigao�Branch�(市ヶ尾支店)�

Account�Number:�Regular�Savings�(普通口座)�1079111 
Branch�Number:�(店番号)�632 

Bank Code: 0001 
SWIFT Code / BIC: MHCBJPJT 

STEP 2
撮影をリクエストする



撮影の複雑さに応じて、写真撮影に4～8時間を割り当てていただくよ

うクライアントに依頼しています。 たとえば、いくつかの衣装やメイ

クの変更が必要な撮影には数時間かかります。 または、遠隔地への移

動には何時間もかかる場合もあります。 それに応じて計画してくださ

い。

良い睡眠を取る: 撮影の前夜には十分な休息を取り、リフレッシュした

活気に満ちた状態で素晴らしい撮影に臨んでください！

メイクアップ: メイクアップアーティストやヘアスタイリストを私たち

にリクエストしていない場合は、自分のメイクを直すツールを必ず持参
してください。 自分でメイクが苦手な方は（時間が許せば）、デパー

トのメイクカウンターに行って、無料でサンプルメイクをしてもらうこ
とをお勧めします。 予算が限られているクライアントにとって、これ

が一番いいオプションかもしれません。

衣装: ビルボードに印刷するのにも十分な大きさの非常にデテールな画

像を生成する非常にハイエンドの中判カメラで撮影します。 普通のカ

メラではありませんので、服装の準備の際はご注意ください。

 衣類の皺やほこりをすべて払い落とし、皺にはすべてアイロンをか

け、きちんと折りたたんで移動してください。 また、すべての靴の

底まで掃除し、着用する予定のすべてのアクセサリーを掃除するよ
うお願いします。

オープンマインドである: あなたはプロのアドバイスに耳を傾けるた

めにはオープンでなければなりません。 M.は多くのトップモデルや

有名人をコーチして来ました。ほとんどの写真家とは異なり、彼は
プロのダンサー/モデルとしてキャリアをスタートさせました。 彼の

アドバイスに耳を傾け、それに従うように心を開いてください。

パーティーフェースを持つ: 私たちは撮影について非常に専門的です

が、同時に楽しみたいと思っています。 だから、過程を楽しむ準備

をしてください。 素晴らしい画像は、誰もがリラックスしてプロセ

スを楽しんでいるときにのみ可能です。 もちろん、あなたはスター

ですが、クリエイティブチームを軽蔑したり、歌姫やドラマの女王に
なったりしても、良いことは何もありません。 私たちはあなたのた

めに集まっています、そして素晴らしい画像にはチームの努力を必要
です。 それにはあなたも含まれます！

一番重要なこと: 我々はあなたのことを愛し、そしてあなたの為に最

善を尽くしていることを忘れないでください。

STEP 3
撮影



写真撮影が終わったら、次は？ 写真撮影は終わりました、ハードな
仕事はこれからです。 画像をカリングするプロセスを開始します。
これが何を意味するかというと、すべての画像を調べて、絶対に使用
できない画像を破棄することです。 焦点が合っていない画像、ワー
ドローブの誤動作があった可能性のある画像など…

次に（選択したオプションに応じて）、画像の処理を開始してプライ
ベートオンラインの「表示ギャラリー」にアップロードし、お好み
の画像を選択するか、フォトグラファーが最適な5つの画像を選択し
てあなたにフル解像度のデータを送信する準備をします。

どちらのオプションでも、オンラインの表示ギャラリーへのURLリ
ンクとパスワードを受け取るか、またはフル解像度の画像ファイルを
ダウンロードするためにURLを受け取るまで3-5営業日が必要です。

* オンラインギャラリー確認のオプションを選んだ方はSteps 4.1 

- 4.3.3をご確認ください。 

* プロフェッショナルレタッチを選んだ方はご自身が写真を選ん
だ日から2-3週間お時間をいただきます。

STEP 4
撮影のあと

RETOUCH (OPTIONAL)

打合せ

準備

PHOTOSHOOT

写真データ

VIEWING GALLERY (OPTIONAL)



STEP 4.1
ビューイングギャラリーログイン

ビューイングギャラリーログインページ

あなた専用のページログインパスワードを送りします。内容ご欄になられるのがあなたのみです。

ログインすると、透かし入りの画像が表示されます。 これらの画像を個人的な使用に使用しないでく
ださい。 これらは低解像度の画像であり、物理的に透かしが入っているだけでなく、電子透かしが

入っていて、
違法に使用されたときに我々に知らせてくれます。 これらの画像は見る為だけのものです！

このギャラリーを使用して、お好きな画像を選択してください。



STEP 4.2

画像選択ページ /デジタルコンタクトシート

パスワードを入れたら、撮影したあなたの画像を見ることができます。
このページをデジタルオンライン「コンタクトシート」と思ってください。

*このページを開くには.ご自身が利用するインターネット環境によって時間かかる場合があります。

焦らずに待ちましょう。

一旦ページが開いたら、画像の上にご覧のような三つの四角が見れます。



STEP 4.2.1 - 画像を拡大する

画像選択ページ /デジタルコンタクトシート

  左の四角で画像をズームアップできます。



STEP 4.2.2 - 画像を閲覧する

拡大した画像のページ

ウィンドウに入ったら、矢印で前後の画像を見ることができます。



STEP 4.2.3 - コンタクトシートに戻る

拡大した画像ページ

拡大画像ページから出るには右上にある[X]をクリックしてください。

ビューイングギャラリーのコンタクトシートのページに戻れます。



STEP 4.3 - Selecting An Image

画像選択ページ /デジタルコンタクトシート

真ん中の[✓]をクリックして、お気に入りの画像を選択してください。



STEP 4.3.1 - 画像を選択する

画像選択ページ /デジタルコンタクトシート

一旦選択したら、その画像の上に [❤] のマークが現れます。



STEP 4.3.2 - 選択した画像のみ

画像選択ページ /デジタルコンタクトシート

選択した画像だけ見る場合はコンタクトシートの上にある [SELECTED] ボタンをクリックしてください。



STEP 4.3.3 - なぜ手数料がかかるのか？

画像選択ページ /デジタルコンタクトシート

このビューイングギャラリーを準備してホストするには、多くの時間、労力、およびサーバースペースが必要です。 

したがって、これは無料で提供できるサービスではなく、5,000円のサービス料がかかります。 何卒ご理解賜ります
ようお願い申し上げます。



女優藤原紀香 | Actress Fujiwara Norika photographed by em.fotografik

これですべて完了です！ おめでとうございます！ これ
で、あなたのポートフォリオ、アートコレクション、家
族のポートレート、CDカバー、セルフプロモーション
などに使えるすばらしい高解像度画像ができました。

私たちを選んでいただいたことを非常に嬉しく思いま
す、そしてまた写真撮影が必要な時に再度我々を検討す
ることを願っております。 感謝の気持ち [❤]を表すため
に、次のセッションではリピーター割引を提供させてい
ただきます。

　二回目リクエストいただいたお客様には感謝を込
めて [❤] 10％オフをさせていただきます。

三回目リクエストいただいたお客様には感謝を込めて [❤] 
20％オフをさせていただきます。 

しかし [❤] これだけではありません。 もし他のお客様を
ご紹介いただき、そのお客様がご注文いただきましたら,

あなたとご紹介の方両方に感謝を込めて [❤]15% オフをさ
せていただきます。

私達があなたの素晴らしさを引き出します[❤]。

STEP 5
これで完了です！ ❤ を広げましょう



1. 打ち合わせ:お客様のニーズに最適な写真撮影の種類を決定するため

に、電話またはオンラインテキストで相談します。

2. 手付金と準備:お客様から撮影のご予約頂いた7営業日前までにお

支払い頂きました50%の料金は以下の理由でご返金出来かねます

のでご了承ください。 この支払いは、撮影の準備に使用されま

す。 資材の購入、設備、スペース、車両のレンタルなど…準備を

開始すると、このお金を返金することはできません。

3. 撮影: 撮影の複雑さに応じて、撮影には4～8時間かかると予想する

必要があります。 たとえば、衣装やメイクの変更が必要な定型化

された撮影の場合や、選択した場所が離れた場所にある場合、撮
影には何時間もかかることがあります。 一日の撮影を計画してく

ださい

4. 撮影のあと: 撮影から5日以内に、「プライベート」オンライン

表示ギャラリーへのリンクとパスワードを受け取ります。 ここ

で、好きな5枚の写真を選択できます。 ギャラリーの表示オプ

ションを選択しなかった場合は、写真家の経験と専門知識に基
づいて画像を選択します。 一部のクライアントにとって、これ

は最良のオプションです。業界の専門家として、画像のすべての
側面を分析するためです。 あなたのポーズ、表情、髪の毛、衣

装、背景要素、照明、カメラアングルなど…優れた画像にする

ためには多くの要素が含まれます。

見る側がどう画像を受け止めるのかについてもっと詳しく知って
います。

5. 仕上げ: オンラインの[ギャラリービューイング]オプションを選

択していない場合は、撮影から5日以内に、サーバーへのリンク

を介して高解像度データを送りします。 ファイルは非常に大き

いので、インターネット接続の強度と速度によってはダウン
ロードするには時間がかかります。 *注：プロフェッショナル

レタッチサービスを選択した場合は、画像が選択されてレタッ
チされ、データダウンロードリンクが作成されるまでには2～3

週間かかります。 私たちのレタッチサービスは最高のものであ

り、あなたの期待を裏切ることはありません。

6. *免責事項：クライアントに画像データを提供することは、知的

財産権の譲渡ではありません。 当社は、当社のWebサイトで、

および/または当社自身の宣伝のために撮影した画像を使用する

権利を保有します。 画像を完全に所有したいクライアントは、

我々と別のライセンス契約を交わす必要があります。

7. * 免責事項[2]：当社のサービス条件は、市場の変化に応じて変更

される場合があります。 頻繁に発生することはありませんが、

発生した場合でも、当社とのセッションを予約したときに合意
した条件に守られていることをご了承してください。

まとめ



PHONE: 080-5880-2112 

EMAIL: info@emfotografik.com 

SECURE WEBSITE: https://www.emfotografik.com 

ABOUT M. :https://www.emfotografik.com/bio-2/ 

Contact us!

All information contained in the document is copyrighted by em.fotografik | Emerge Inc.

mailto:info@emfotografik.com
https://www.emfotografik.com
https://www.emfotografik.com/bio-2/
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Portrait Photo Session 



They say “you get what you pay for” and in the case of 
em.fotografik, we can honestly say that you are getting 
great value for your money. Our photoshoots are uniquely 
tailored to each individual customer’s needs. Everything 
from lighting, to location, to creative theme, is 
meticulously chosen so that your photos are not only 
extraordinarily beautiful, they are timeless works of art that 
you will use and enjoy for many years.

Introduction



STEP-BY-STEP

Our Shooting Process



T he first thing we do before we even consider shooting 
with you is to have either a phone or email consultation 
to understand what kind of photoshoot you would like 

to do. We try to get to know your personal tastes, character, 
likes, dislikes etc… to determine what kind of photoshoot will 
best suite you and/or your brand. 

Additionally, we try to understand what you wish to accomplish 
with the images you get from us. Are they for personal 
promotion? Are they for advertisement of your brand or 
service? Are you an actor, musician, dancer or other entertainer 
looking for clean and simple headshots? Are you looking for a 
beautiful looking CD cover that lets the world know what kind 
of music you play and what your band is about?  

Are you a fitness model or body builder looking for shots to 
show off your beautiful physique? Are you an art lover looking 
for a fine art portrait to hang on your wall? Or are you just 
looking to capture beautiful moments in time for you and your 
loved ones to enjoy? These are the kinds of questions we ask to 
so that we can choose the best kind or portrait session to fulfill 
your desires. 

We deeply care about you and “why” you want to shoot as 
much as “what” you want to shoot so that you can be sure that 
your time and money spent with us is well worth it. That’s why 
we take the care in understanding your needs well before we 
even think about shooting with you. 

You get the exact same treatment from us that our celebrity 
and high profile clients get. 

YOU ARE A STAR!

STEP 1
Before your photoshoot



T he second thing we do after understanding your 
individual needs is put together a budget that you can 
be happy with. Once your budget is agreed upon, we 

require you to make a *non-refundable 50% downpayment to 
reserve your shooting date. *NOTE: your shooting date cannot 
be reserved until we receive your downpayment! 

Once we have confirmed your downpayment, we immediately 
get to work on preparing for your shoot. This may involve 
booking the studio, putting together a creative team i.e. 
makeup artist, hairstylist and clothing stylist (depending on the 
options you’ve chosen). If you have decided to shoot on 
location we will begin scouting locations, getting shooting 
permits (if necessary), renting a van, booking a venue, or 
whatever preparations we need to do in order to make your 
photoshoot a success. Because our process begins long before 
you ever step in front of our cameras is the reason that your 
downpayment is nonrefundable. We begin research, planning 
and preparation well in advance of your shoot, and we 

approach each and every photoshoot as though it were a high 
end production for a top paying client. 

*NOTE the remaining balance of your budget is due the day of 
the actual shoot. You may either deposit it on the morning of 
the shoot or pay us cash the day of the shoot. No excuses will 
be tolerated. 

BANK INFORMATION: 

有限会社 EMERGE（イマージュ）

Bank Name: Mizuho Bank (みずほ銀行)

Branch Name: Ichigao Branch (市ヶ尾支店)

Account Number: Regular Savings (普通口座) 1079111

Branch Number: (店番号) 632


Bank Code: 0001

SWIFT Code / BIC: MHCBJPJT

STEP 2
Requesting a photoshoot



W e ask our clients to allot between 4 - 8 hours for 
our photoshoots depending on the complexity of 
the shoot. For example, a stylized shoot requiring 

several costume and/or makeup changes make take hours. Or 
transportation to a remote location may require many hours to 
get there. Please plan accordingly.  

SLEEP WELL:  You should get plenty of rest the night before 
the shoot and come to the shoot fresh, energized and ready to 
have a great shoot!  

MAKEUP:  If you haven’t requested a makeup artist and/or 
hairstylist from us, please make sure you bring the tools you 
need with you to apply and touch up your own makeup. If you 
feel like you are not good at applying your own makeup, (if 
time permits), we suggest going to a Dept. Store makeup 
counter where they sometimes have staff that will apply sample 
makeup as a free service. Sometimes this is the best option for 
clients on a tight budget. 

CLOTHING: We shoot with a very high end Medium Format 
camera that produces highly detailed images massive enough 
to be printed on a billboard. It is not your standard camera, so 
please be aware of this when preparing your clothing. We ask 

that you brush all lint and dust off your clothing, iron out all 
wrinkles and fold them neatly for transport. We also ask that 
you clean to bottom of all shoes and clean all accessories you 
plan to wear. 

BE OPEN MINDED: You must be open to listen to professional 
advice. M. Has coached many top models and celebrities and 
unlike most photographers, he started his career as a 
professional dancer / model himself. Be open to listen to and 
comply with his advice.  

BRING YOUR PARTY FACE: We are very professional about 
our shoots, but at the same time we like to have fun. So come 
ready to enjoy the experience. Great images are only possible 
when everyone is relaxed and enjoying the process. Of course 
YOU are the STAR but nothing good comes from disrespecting 
the Creative Team or being a Diva or Drama Queen. We are 
ALL here for you and great images require a team effort. That 
also includes YOU! 

MOST IMPORTANTLY: Remember that we LOVE YOU and 
want to give you our absolute BEST!

STEP 3
The actual photoshoot



T he photoshoot is done, what’s next? The photoshoot 
may be done for you, but not for us. Now comes the 
hard part. We begin the process of culling your images. 

What this means is going through ALL of your images and 
throwing away the ones that are absolutely unusable e.g. 
images that are out of focus, images where there might have 
been a wardrobe malfunction etc… 

Then (depending on what options you have chosen), we either 
begin processing your images to upload to a private online 
“Viewing Gallery” for you to chose which images you like, or we 
go through and select the best 5 images for you and prepare 
to send you the Full Resolution data. 

For either option, please allow up to 3 - 5 *working days to 
either receive a URL link and password to your online Viewing 
Gallery or a download URL to receive your Full Resolution 
image files. 

* If you have chosen the online Viewing Gallery option, please 
review Steps 4.1 - 4.3.3 to understand how to use the Gallery. 

* If you have chosen our Professional Retouching Services 
please allow 2 - 3 weeks from the time you choose your 
images to receive your data.

STEP 4
After the photoshoot

RETOUCH (OPTIONAL)

CONSULTATION

PREPARATION

PHOTOSHOOT

IMAGE DATA

VIEWING GALLERY (OPTIONAL)



STEP 4.1
Viewing Gallery Login

VIEWING GALLERY LOGIN PAGE

You will be sent private login and page and password where only YOU can see your images from the photoshoot. 

Once logged in, you will see watermarked versions of your images. Please do not attempt to use these images for 
your personal use. They are low resolution images that are both physically watermarked as well as digitally 
watermarked to alert us whenever they have been illegally used. These images are for YOUR viewing only! 

Use this gallery to choose the images you want.



STEP 4.2

IMAGE SELECTION PAGE / DIGITAL CONTACT SHEET

Once you have entered your password, you will be presented with a page where you can view all of your images 
from the photoshoot. Think of this page as a digital online “Contact Sheet”. 

 *Please note that this page could take some time to load depending on your internet speed, so please be 
patient.  

Once the page has opened, you can hover over the images to see the three squares pictured above.



STEP 4.2.1 - Enlarging the Images

IMAGE SELECTION PAGE / DIGITAL CONTACT SHEET

The left square is for zooming in to see your images larger. 



STEP 4.2.2 - Navigating the images

ENLARGED IMAGE PAGE

Once you are in this window, you can use the arrows to navigate to the next or previous image.



STEP 4.2.3 - Returning to the Contact Sheet

ENLARGED IMAGE PAGE

To exit the “Enlarged Image” Page, click on the [X] in the top right corner of the page. This will bring you back to the 
main “Contact Sheet” page of the Viewing Gallery.



STEP 4.3 - Selecting An Image

IMAGE SELECTION PAGE / DIGITAL CONTACT SHEET

Click the [✓] mark in the  middle square to select your desired images. 



STEP 4.3.1 - Selected Images

IMAGE SELECTION PAGE / DIGITAL CONTACT SHEET

Once your images have been selected, you will see a [❤] mark over the images you have selected. 



STEP 4.3.2 - Only Your Selected Images

IMAGE SELECTION PAGE / DIGITAL CONTACT SHEET

To view ONLY the images you have selected, click the  [SELECTED] button at the top of the Contact Sheet. 



STEP 4.3.3 - Why a Service Charge?

IMAGE SELECTION PAGE / DIGITAL CONTACT SHEET

Please note that to prepare and host these Viewing Galleries takes a lot of time, effort and Server Space. Therefore 
this is NOT a service we can offer for free, hence the ¥5,000 service charge. We thank you for your understanding.



Actress Fujiwara Norika photographed by em.fotografik

Y ou’re all done! Congratulations! You now have 
awesome new High Resolution images for your 
portfolio, art collection, family portrait, CD Cover, self 

promotion or whatever you intent to use your images for.  

We are extremely happy you chose us and we hope you will 
consider choosing us again for your photography needs. In 

order to show our [❤] and appreciation, we offer returning 
customers discounts on your next session.  

On your second shoot with us, we [❤] you with a 10% 
discount. 

On your third shoot with us, we [❤] you with a 20% discount. 

But the [❤] doesn’t stop there. If you are so kind as to 
introduce new customers to us and they also book a session, 

we will [❤] you both with15% off your first sessions. 

 You are AWESOME and we absolutely, unequivocally [❤] 
YOU! 

STEP 5
You’re all done! Spread the ❤



1. CONSULTATION: We will have a consultation via phone or 
online text to determine what kind of photoshoot best fits 
your needs. 

2. DOWNPAYMENT & PREPARATION: A 50% *non-
fundable downpayment is requested at least 7 working 
days before we can reserve your shooting date. This 
payment is used to make preparations for your shoot e.g. 
buying materials, renting equipment, spaces, vehicles etc… 
Once we start preparations, we will be unable to refund 
this money. 

3. THE SHOOT: You should expect the shoot to take between 
4 - 8 hours depending on the complexity of the shoot. For 
example if it’s a stylized shoot requiring several costume 
and makeup changes or if the chosen location is 
someplace remote, the shoot can take many hours. Please 
plan for a full day of shooting  

4. AFTER THE SHOOT: Within 5 days of the shoot you will 
receive a link and password to your ‘Private’ online Viewing 
Gallery. This is where you will be able to choose the 5 
pictures you like. If you have not chosen to purchase the 
Viewing Gallery option with us, we choose images for you 
based on our experience and expertise as photography 
professionals. For some clients this is the best option 
because as industry professionals, we analyze ALL aspects 
of your images e.g. like your pose, facial expression, hair, 

clothing, the background elements, lighting, camera angle, 
etc… There is so much that goes into making a good 
image a great image and oftentimes we know more about 
how your image will be perceived by your audience. 

5. FINISHING UP: If have not chosen the online Viewing 
Gallery option, you will receive your High Resolution data 
within 5 days of the shoot via a link to our servers. The files 
are extremely large so please allow time for them to 
download on the strength and speed of your internet 
connection. *NOTE: If you have chosen our Professional 
Retouching Service, please allow 2 - 3 weeks from the time 
your images are chosen for them to be retouched and the 
data download link created. Our Retouching services are 
among the very best and you won’t be disappointed. 

6. *DISCLAIMER Providing our clients with the image data is 
NOT a transference of Intellectual Property Rights. We 
maintain the right to use any image we take on our website 
and/or for our own promotion. Any client who wishes to 
own the images outright must negotiate a separate License 
Agreement to do so. 

7. *DISCLAIMER [2]: The terms of our services are subject to 
change depending on changes in the market. It doesn’t 
happen ofter, but when or if it happens please understand 
that you are locked into the terms agreed upon when you 
reserved your session with us.

Summary



PHONE: 080-5880-2112 

EMAIL: info@emfotografik.com 

SECURE WEBSITE: https://www.emfotografik.com 

ABOUT M. :https://www.emfotografik.com/bio-2/ 

Contact us!

All information contained in the document is copyrighted by em.fotografik | Emerge Inc.
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