em.fotogra ik Portrait Session Price
◉ Portrait Session

￥100,000 (tax included)

What is included in the pric
・4 - 8 Hour Portrait Sessio
・Studio Rental Fe
・Data 5 cuts (printing fee is not included
＊Please bring your own costumes and makeup tools
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿______________＿______
◆ Additional menu
・ Makeup Artist

￥20,000 (tax included)

・ Hair Stylist

￥10,000 (tax included)

・ Clothing Stylist

￥20,000 (tax included)

◆ Outdoor Location Shooting
・ Location Fee
￥30,000 (tax included)
・ Transportation Fee

(actual cost)

◆ Option
・ Online Viewing Gallery:

￥5,000 (tax included)

・ Retouch:

￥5,000 (tax included) per image

・Additional image:

￥3,000 yen (tax included) per image

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿______________＿_
＊About Payment
・ Please pay 50% *nonrefundable downpayment at least 7 work days prior to shooting.
(Please bear the bank transfer fee
・ The remaining 50% of the payment is due on the day of the photoshoot via bank deposit or cash
(Must be paid before we begin shooting)

＊Other Photography
・ The prices listed above are for individual portrait sessions.
・ They do not apply to business, product, group or commercial photography.
・ Please contact us for consultation on those or other kinds of photography.
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿______________＿______
*NOTE
The client will be charged for any additional costs such as props, furniture, clothing, accessories, materials, owers,
space rental, vehicle rental, animal rental, etc… required to achieve your artistic vision
*NOTE 2
Your downpayment is what we use to begin preparing for your shoot, i.e. renting studio space, rental a van (if required),
buying materials (if required) and others. It is also used for Location scouting, Research etc.. This why this fee is
nonrefundable. Please understand that we start working in preparation long before your shooting day and this is our
required fee
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JPN: (080) 5880-2112
ENG: +81 (80) 5880-2112
E-mail: info@emfotogra k.com
Website: https://emfotogra k.com

em.fotogra ik Portrait Session Price
◉ポートレートセッション:

100,000円（税込）

料金に含まれるもの
・4〜8時間のポートレート撮影セッション
・スタジオレンタル料
・データ5カット分（プリント料金は含まれていません）
＊衣装、化粧道具などはご持参ください。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿______________＿
◆ 追加メニュー
・メイクアップアーティスト: 20,000円（税込）
・ヘアスタイリスト: 10,000円（税込）
・衣装スタイリスト: 20,000円（税込）

◆ 屋外撮影
・ロケ費: 30,000円（税込）
・交通費 実費

◆ オプション
・オンラインウェブギャラリー: 5,000円（税込）
・レタッチ

一枚あたり: 5,000円（税込）

・追加画像

一枚あたり: 3,000円（税込）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿______________＿
＊お支払いについて
・撮影の7営業日前までに50％のデポジットをお支払いください。※返金不可
（銀行振込手数料はご負担ください）
・残金の50％は、写真撮影当日に銀行デポジットまたは現金でお支払いいただきます。
（撮影を開始する前にお支払いいただき）
＊その他の撮影
・上記の料金は、個人のポートレートセッションの料金です。
・ビジネス、製品、グループ写真、商業写真の撮影には適用されません。
・その他の撮影についてはお問い合わせください。

*注意事項
芸術的ビジョンを達成するために必要な小道具、家具、衣類、アクセサリー、材料、花、スペースレンタル、車両レン
タル、動物レンタルなどの追加費用はご負担いただきます。
*注意事項
デポジットは、撮影の準備をするために使用するものです。つまり、スタジオスペースのレンタル、バンのレンタル
（必要な場合）、資材の購入（必要な場合）などです。 また、ロケーションスカウティング、リサーチなどにも使用さ
れます。このため、返金は致しません。 撮影日のかなり前から準備を開始しておりますので、予めご了承ください。
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JPN: (080) 5880-2112
ENG: +81 (80) 5880-2112
E-mail: info@emfotogra k.com
Website: https://emfotogra k.com

