
Ohga 
　　　 Promotion

次世代画質4Kビデオをはじめとした最新の機器と、

経験豊富なプロの感性と技術力で

お客様の大切なメモリアルをカタチに残します。

これまでの実績は1000件以上。

事前にお客様と入念に打ち合わせをし、

ハイクオリティな作品をより低価格で制作いたします。

世 界に
たった一 つの

「 感 動 」を
贈ります
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オオガプロモーションが

選ばれるワケ

Ohga 
    Promotion

good points ｜ Ohga Promotion

コ
ン
セ
プ
ト
は

「
期
待
以
上
の
感
動
を
低
価
格
で
」

1 クオリティに自信があります
撮影スタッフは元テレビ局のプロカメラマン。
演出・撮影を本格的に行い、ハイクオリティに仕上げます。
経験と自信があるので、営業活動は一切いたしません。

2 安心の制作実績
これまでの制作実績は1000件以上。
挙式・披露宴で制作した当日生エンドロールなどは、翌日に「映像を見た、
私もこんな風に作ってほしい」という多数のお客様からのお問い合わせがあります。

4 ご紹介でのお客様がほとんどです
ご注文いただくお客様のほとんどが、以前制作させていただいたお客様からのご紹介。

制作終了後も事務所に遊びに来てくださるお客様がいたり、再度ご注文いただくなど、

低価格でハイクオリティな制作とアットホームな雰囲気がご支持いただいております。

5 オリジナル制作
映像クリエーターがお客様のご要望に応じて、ドラマ風・コンサートPV風・映画風など
他にはないお二人だけの映像に仕上げます。

6 無料出張サービス
「忙しくて来店できない…」「仕事で新郎新婦の予定が合わない」などございましたら、
当社スタッフがご自宅や近くの喫茶店などにお伺いし、映像制作・撮影に関する疑問にお答えします。
その場で各種サンプルもご覧になれますので、ぜひご利用ください。
九州全域〜中国地区までは出張料は一切いただきません。

7 納品後は1回まで手直し無料
当社では、撮影・映像制作にあたり、カメラマン・映像クリエイターと
入念な打ち合わせの上、制作させていただきます。
また、納品後の映像や写真で「もっと明るくしてほしい」「もっと音を大きくしてほしい」
「字幕をここに入れてほしい」などございましたら、無料で手直しさせていただきます。

3 うれしい低価格、キャンセル料金もかかりません
営業から制作まで一貫して弊社が行い、徹底したコストダウン。
通常のブライダル業者よりも半額以下で、なおかつ高品質な作品に仕上げます。
また、挙式披露宴の各種撮影、その他撮影全てにおいて、
キャンセル料金は一切いただきません。

8 持ち込み料負担サービス
会場によっては持ち込み料がかかるところや、
業者の持ち込み撮影不可という会場さんがありますが、その場合はぜひご相談ください。

（※総額25万円以上ご注文の方は持ち込み料当社負担）

9 何でもお気軽にご相談ください！
プランナーさんに質問しづらい結婚式での疑問・質問などありましたら、
プロデュース経験のあるスタッフがお答えいたします。何でもご相談ください。

（余興で使う音楽DVDを作ってほしい、二次会のご相談、
ゲストの方々の交通費など費用のご相談など）

お客様イベント無料ご招待
オオガプロモーションでは年に数回、ご利用いただいたお客様を対象にBBQや飲み会などの、
イベントやパーティーを開催いたしております。
お客様との出会いを大事にしたいという想いから、無料ご招待させていただきます。

（「友達の輪を広げたい」「共通点のある方からお話を聞いてみたい」「お酒が好きだ」など）
お気軽にご参加ください！

10



Bridal Photo ｜ Ohga Promotion

Point 大事な一瞬を
撮り逃しません

挙式・披露宴で約2,000枚の写真を撮影し、撮影後、ミスカットや類似カットを除き、
明るさや色補正後、全ての撮影データ（600枚程度）をデータで納品致します。
大事な一瞬を撮り逃しません。

2

Point 色調補正や写真加工で
雰囲気のある思い出の一枚へ

プロのカメラマンにより、色調の補正
や画像加工をおこないます。思い出
の写真をロマンチックに雰囲気のあ
る写真へと引き立たせます。

1

Bridal Photoブライダル撮影＜写真＞

大切な一日を、幸せの証として残します

専属のプロカメラマンが、結婚式当日の1日を撮影いたします。

リハーサルから、挙式・披露宴の様子をスナップするだけでなく、

お二人や参列者の自然な表情、または記念写真、

雰囲気重視のイメージ写真など、いろいろなパターンで撮影いたします。

撮影後、明るさや色補正後、全ての撮影データをディスク※にて納品いたします。

※ディスクはブルーレイかＤＶＤがお選びいただけます。

加
工
例 ▶

色調補正後色調補正前

customer's voices!
「友人達や両親にも大好評でした!」オオガプロモーションのHPを見てまず説明を聞きに伺いま

した。スタッフの方の感じも良くて、実際にサンプルの写真

や映像も見せてもらい、式場の半額以下の金額なのにクオ

リティが高いことにビックリしました！ 挙式当日の写真撮影と、

当日生エンドロールの2点を注文しました。前撮りロケ撮影を

していないとお話をすると、挙式当日大賀さんが早めに式場

に来てくれて、式場の前庭をお借りして、サービスでロケ撮

影までしていただきました！ 当日の生エンドロールもとても良く

出来ていて、友人達や両親にも大好評でした。大賀さんにお願いして良かったです。ありがとうございました。（西山様）

写真撮影・当日生エンドロールご注文
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超
映像美

Bridal Video ｜ Ohga Promotion

Point 次世代画質4Kビデオ撮影でさらに美しく
4Kビデオは、フルハイビジョンの4倍以上の画素数を持つ
超高精細映像フォーマットなので、遠近共によりくっきりと鮮
明。その時の思い出、雰囲気をそのままに撮影できます。

2 さらに上質なクオリティをご希望の方へ

超
映像美

Bridal Videoブライダル撮影＜ビデオ＞

一瞬一瞬のかけがえのない時間を映像として残します

リハーサルシーンから、挙式・披露宴まで、全ての思い出を撮影いたします。

写真とはまた一味違う、『感動』を残すことができます。

撮影後は、明るさ調整や色補正をしたあと、編集したデータを納品します。

Point 当日生オープニングビデオ・
エンドロールの作成

挙式・披露宴の様子を、オープニングやエンドロールとして当日に上映するこ
とができます。スタッフが撮影した映像をその場で編集し、ミニ映画風、ドラマ
風に仕上げます。新郎新婦はもちろん、ご来場いただいた方 も々映像となる
ので、大変喜ばれる演出です。DVDはその日のうちにお渡しいたします。

1
customer's voices!

「このたびはありがとうございました!」大賀さんには挙式・披露宴の当日生エンドロールをお願い

しました。エンドロールは予定になかったインタビューも入れ

てくれて、ドラマのワンシーンのようなエンドロールに仕上が

りました。とても感動的で会場のほとんどの方が涙していま

した。挙式が終わった後も、妻と一緒に何度も見ています。

挙式前の打ち合わせの時も親身にお話を聞いてくれて、大

賀さんにお願いして本当に良かったと思います。ありがとう

ございました！ （梶原様）

当日生エンドロールご注文



Bridal Movie ｜ Ohga Promotion

Bridal Movieブライダル映像

お世話になった方々へ贈るブライダル映像の制作

思い出の写真をオープニングビデオ・プロフィールビデオ・エンドロール・

両親への手紙など、サプライズの演出映像を制作します。

ご両親やご友人、お世話になった方 と々の思い出をBGMにのせて

お二人からの「ありがとう」をつめ込みます。

お客様に「想像を超える喜びを」をモットーに

お二人の専任スタッフが真心込めて対応いたします。

customer's voices!
「すごく良いものができて大満足です！」元々は式場で全てお願いする予定でしたが、値段が高

かったので、たまたま雑誌に載っていたオオガプロモーショ

ンに話を聞きに行きました。初めは、安価なため正直不安

ばかりでしたが、事務所にお伺いして、スタッフの方から

以前撮影した映像や写真を見せていただき、不安から安

心に変わりました。クオリティの高さと
フルセットの注文だと割引していた
だけると言ってくださったので、フル
セットでお願いしました。ロケ撮影も
海で撮影していただき、結婚式当日
のエンドロールもすごく良いものがで

きて大満足です！（福田様）

写真撮影・ビデオ撮影・ロケ撮影・生い立ちDVD・当日生エンドロールご注文

Point オリジナリティ溢れる
特別DVDが制作できます！

オプションにより、プロポーズの場所で撮影、出会いの再現
VTR、芸人さんによる想い出シーンの再現など、よりオリジナ
リティ溢れる映像に仕上げることも可能です。

2

Point やってよかった…
心に残る最高のウェディングビデオ

映画やドラマ等をパロディにしたオープニングムービーなど、演出力、クオリ
ティの高さが当社の自慢。事前にクリエイターと入念な打ち合わせを行いま
すので、安心してお任せいただけます。お客様のヒアリングをもとに作成した
DVDは結婚式を盛り上げるアイテムとしてご好評いただいております。

1

さらに上質なクオリティをご希望の方へ

新プラン「プレミアム撮影プラン」
前撮り撮影〜当日の映像制作〜当日の撮影・生エンドロール作成まで、すべて
当社のトップクリエイターが担当いたします。        ※詳細はお問い合わせください

完全オリジナル映像制作いたします！
　お二人の印象的な出会いやエピソード等を、ミニ映画・ドラマ・再
現映像として流しませんか？プロの専属カメラマン、映像編集者・演
出家が一味も二味も違う高クオリティの映像に仕上げます。カメラも
1台のみではなく、3台、4台と使用することも可能！ エキストラ演出も
可能です。
　これらの映像を披露宴で流せば、より感動を盛り上げることがで
き、さらに一生の思い出の品として10年後、20年後も家族で映像
を見ることができます。

映像フルオーダー可能
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Location shooting ｜ Ohga Promotion

Location Shootingロケーション撮影

極上のシチュエーションをご用意いたします

世界に一つの、お二人だけの特別な写真や映像を残しませんか。

当社では、思い出の場所や幻想的なロケーションで撮影することができます。

経験豊富なスタッフがカメラマンやクリエイターと直接打ち合わせした上で、

ロケ地・撮影日・シチュエーションなどを決定し、

一味も二味も違うハイクオリティな作品に仕上げます。

結婚式以外でも、大切な記念日やイベント、その他何でもご相談ください。

customer's voices!

Point モデル撮影サービス
弊社は低価格でのモデル撮影をご提供いたします。撮影準備
から一貫して行います。弊社はモデル事務所でもありますので、
ご希望に応じた最適なモデルやタレントさんをご紹介する事が
出来ます。

2

Point こだわりの場所で撮影を…
無料出張サービスをご利用ください

福岡での撮影はもちろん、全国出張も可能！ 九州全域〜中国地区までは出張料は一切い
ただきません。また、ロケ地を移動しても追加料金はいただきません。おふたりの思い出の
場所や、憧れのシチュエーションで撮影しませんか？ こだわりの写真や映像が残せます。

1
「出張料無料で、本格的に撮影していただき大満足です」ブライダルカウンターさんの紹介でオオガプロモーションさん

を知りました。福山市までお越しいただきました。写真や映

像にこだわりがあったので、ロケ場所を5カ所移動して、本

格的に撮影していただきました。大型ロケバスも出していた

だき、出張料も無料でしたので、安くて良いものが出来上が

りました。ありがとうございました。（福山市・小林様）

ロケ撮影ご注文



Maternity Photo ｜ Ohga Promotion Birth Video ｜ Ohga Promotion

Birth Video出産撮影

かけがえのない誕生の瞬間を残せる出産撮影

出産の感動を写真や映像に残してみませんか。

事前に産婦人科に了承をいただいた上で直接撮影に伺い、分娩室にて撮影いたします。

出産に付き添ってくださった方々の温かさにも改めて気付くでしょう。

オオガプロモーションでは「撮る」だけでなく、

より感動を残せるよう、写真や映像を編集してお渡しいたします。

お子様が大きくなったとき、成人式やご結婚されたときのプレゼントにも喜ばれています。

先生や助産師さんを撮影
して編集した写真を、後日
病院の方へプレゼントさせ
ていただいております。病
院の方からご好評いただ
いております。

Point 

照明設備を完備しており
ますので、 夜景をバックに
夜間の撮影なども可能で
す。ご希望のロケーション
等、まずはお気軽にお問
い合わせください。

Point 

Maternity Photoマタニティー撮影

夕日をバックに…大自然の中で…家族揃って海で…

‘マタニティー撮影’と聞くとスタジオで撮影！というイメージをお持ちの方が多いと思います。

 オオガプロモーションは決まった形でのスタジオでのマタニティー撮影ではなく、

自然の中（山・海など）でのマタニティーロケーション撮影をオススメしております。

ロケーション撮影の魅力は無限大です。 

ご依頼がございましたらプロカメラマンが福岡県内はもちろんのこと、

全国各地に出張撮影にお伺いさせていただきます。
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Kid's Photo & Video ｜ Ohga Promotion

Point フォトアルバム、フォトムービーも
作成いたします

大事な記念日やご成長の記録写真を、お子様の記録としてアルバム
やフォトムービーにしませんか？成人式や、結婚式にお子様の成長記
録を振り返ることができますし、プレゼントにもおすすめです！

1
customer's voices!

「子供出張撮影やってよかった」
たまたま見つけた広告でオオガプロモーションさんの出張

無料撮影を知りました。リーズナブルな金額で福岡県内は

出張料も無料ということで子供たちが大好きな海で撮影し

ていただけました。とても綺麗な写真でビックリしました。今

までスタジオで七五三撮影などしておりましたがロケ撮影は

やっぱり良いですね。カメラマンさんもプロ！って感じの方で

安心してお任せできました。ありがとうございました。
（福岡市・中川様）

子供出張撮影ご注文

Point 幼稚園・保育園の各種行事や記念日など
お子様の撮影もお任ください

当社では、個人のお客様からのご依頼による、お子様の成長記録
撮影はもちろん、幼稚園様・保育園様の運動会・発表会・卒園式な
どの写真撮影・ビデオ撮影も格安で承っております。撮影料や出張
料は一切いただきません。写真１枚から販売させていただきます。

2

Kid's Photo &Video子供出張撮影

成長記録、記念日、家族写真に !!

お子さまと家族の思い出をカタチに…

お子様のお写真、綺麗にカッコよく、可愛く、残しませんか？

選ばれたプロカメラマンがお子さまの自然な表情を撮影いたします。

ロケーションは無限大です。

お宮参り、七五三、家族写真など、さまざまなシチュエーションにご利用ください。
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アルバム作成
お二人の写真を、幸せのカタチとして残せます。リーズナブルな

ものからハイクオリティなものまで、お好みのアルバムをお選び

いただけます。

オリジナルカレンダー作成
お好きな写真を1枚使用し、撮影

会社ならではの高品質なカレン

ダーに仕上げます。ラミネート加工

を施し、色あせしない大きなサイズ

で迫力があります。

写真現像
写真の現像は当社のハイエンドプリントをおすすめいたしま

す。きれいな色合いで表現でき、色あせを防ぐこともできま

す。LサイズからA3ノビサイズまで対応しています。

インターネット写真販売
カメラマンが撮影した写真を、インター

ネットで購入することができます。写真

データをインターネット上に掲載し、参

加者のみが当日の写真を閲覧・購入

できるサービスです。掲載写真は、全

ての人から閲覧されることのないよう、

パスワード等セキュリティ対策も万全で

す。遠くにお住まいの方でもお気軽に

見る事が可能です。

お好きな写真を1枚使用し、撮影

会社ならではの高品質なカレン

ダーに仕上げます。ラミネート加工

を施し、色あせしない大きなサイズ

エンドロール販売
結婚式のエンドロールをDVDまたはブルーレイに焼き

増しいたします（ケース付）。お越しいただきましたゲス

トの方へのプレゼントとしていかがですか。また、ゲスト

の方ご自身でもエンドロールをご購入いただけます。

・写真撮影＋アルバム
・写真撮影＋アルバム＋生エンドロール
・ビデオ撮影＋生エンドロール
・写真撮影＋ビデオ撮影＋生エンドロール＋アルバム　など

※その他のキャンペーンについてはお問い合せください。

お客様のご予算にあわせ、リクエストの多い商品でお得なセッ
トプランをご用意しております。お気軽にご相談ください。

お得なセットプランをご用意しております

▲参加者に配布する
購入方法のご案内もお渡しいたします
▲参加者に配布する

オリジナルポスター・
ウエルカムボード作成
お好きな写真を使用したポスターやウエルカムボードの制

作も承っております。詳細はお問い合わせください。

Other Servise ｜ Ohga Promotion

その他のサービス（企業様向け）

初期費用無料
オオガプロモーションなら、「初期費用無
料」。毎月管理費２万円〜１０万円のプラ
ンからご予算・ご要望内容によりお選び
いただけます。貴社様のブログ更新・各
種ＳＮＳの管理更新も代行いたします。

■ HP制作・リニューアル

講演会・学会・企業祭・各種イベントなど、会社・病院・団体様のビデオ撮影・写真撮影も当社にお任せください。
当社の最高のカメラ機材＆プロスタッフが今までにない最高の写真＆ビデオを納品させていただきます。

■ 各種写真撮影・ビデオ撮影

御社様の販売促進・売上アップのお手伝いをさせてください。
当社は撮影（写真・ビデオ）・ＨＰ制作・各種パンフレット、チラシ制作・
各種映像制作（ＰＶ制作・ＣＭ撮影・ＨＰ用動画制作）など一貫して自社で行っておりますので、
格安にてハイクオリティーな作品を納品させていただきます。

ＨＰ制作、ＰＶ撮影・制作、チラシ制作・宣伝などをまとめてご注文いただくと、割引させていただきます。まとめて頼めばもっとお得！

別途撮影料金は不要
「ＨＰやパンフレット制作で、写真やビデオを
撮影するのに、別途撮影費用を請求され
た」、というような経験はございませんか？ 
オオガプロなら、全て自社で行いますので、
別途撮影料金は必要ございません。

しっかりとしたサポート体制
オオガプロモーションでは、定期的に訪
問やお電話をさせていただき、サポートを
しっかりさせていただきます。毎月の管理
費以外は一切いただきません。

写真撮影

撮影後は１枚ずつ丁寧に補正してデータや写真
パネルにして納品させていただきます。ご予算に
応じて各種アルバムも取り揃えております。

ビデオ撮影

撮影後、当社で編集させていただき、ＤＶＤ・ブ
ルーレイで納品させていただきます。

企画から製作まで最新機材を使用し、クライアント様の納得の作品に仕上げま
す!自社のＨＰがあるのは当たり前の時代になってまいりました。お客様の目に
止まるＨＰにするには、インパクトのある動画（自社ＰＲビデオ・ＣＭ動画)をＨＰに
貼り付けることをオススメしております。オオガプロモーションはプロカメラマン・
プロデューサーが中心となってご予算に応じて‘ハイブリッド撮影’をさせていた
だきます。大手制作会社の半額以下でハイクオリティーな映像作品が制作可
能です。ＣＭ撮影・制作、その他、各種映像制作は是非、お任せください。

■ 映像制作（PV・CM・HP用動画）

ジャンルを問わない幅広いデザインでパンフレット・ポスター・チラシ等を制作い
たします。チラシ・パンフレット制作サービスでは、文章の作成からデザイン、印
刷までを一貫して提供しております。経験豊富なプロのデザイナーによるデザ
インと、専門のエディターによる文章で、クオリティの高いチラシ・パンフレットを
制作いたします。

■ パンフレット・チラシ・ポスター制作

Option Service ｜ Ohga Promotion

Option Serviceオプションサービス
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お見積無料

まずはお気軽に
お問い合せください

※お客様の個人情報についても慎重に取り扱い、プライバシーの保護を行っております。

　  0120-84-8430（携帯からも可）
営業時間10：00〜21：00（年中無休）

結婚写真やブライダル撮影、エンドロール制作なら福岡のオオガプロモーション。
まずはお気軽にお問い合せください。

結婚式以外にも「出産撮影」「お子様の運動会・お遊戯会」「病院のPR映像の制作」や
「保育園・幼稚園のHP作成」など、さまざまな撮影に対応しております。

〈福岡本社〉
〒812-0012  福岡市博多区博多駅中央街5-11第13 泰平ビル10階５号室

TEL ： 092-292-1724 FAX ： 092-292-1725

〈北九州支社〉
〒802-0001  北九州市小倉北区浅野３丁目５－７ ベイサイド浅野905号

TEL ： 093-953-9401 FAX ： 093-953-9402

無理な勧誘などは
一切ありません

「忙しくて来店できない…」、「家から当社まで遠くて面倒」、
「一風変わったロケーションで撮影したい ！」
「仕事で新郎・新婦の都合が合わない…」

出張撮影はもちろん、ご契約前のご相談・お見積りにも当社スタッフが無料でご自
宅にお伺いし、撮影・映像制作に関する疑問にお答えいたします。また、各種サン
プル（映像・写真・アルバム）をご覧いただきながら、お客様のご希望にあわせてア
ドバイスをさせていただきます。その場でのお見積りも可能です。

Other Servise ｜ Ohga Promotion

その他のサービス

ホスピタル
ウエディング

コンサートホール
ウエディング

エアポート
ウエディング

憧れの芸能人・有名人を結婚式・イベント・ご自宅・講演会などにサプライズ出演してもら
い、会場のゲストを驚かせてみませんか？会場では大盛り上がり間違いなし。当社がおすす
めする一番のサプライズです。

■ 芸能人・有名人手配サービス

当社では、結婚式以外にも各種撮影をさせていただいております。
●幼稚園・保育園などの行事撮影　●運動会での専属撮影　●スポーツ写真撮影（各種大会の撮影）　●商品撮影　ほか

■ その他撮影

昔撮影した写真やビデオをきれいに再現加工したり、ブレやピンボケを補正いたします。
また、年賀状などに喜ばれる写真合成や、様 な々雰囲気に加工をすることができます。

■ 写真補正・加工サービス

古い写真を再現 合成して面白写真に 逆光加工 セピア

gansei@silk.ocn.ne.jp

九州全域〜中国地区までは出張料は一切いただきません。

無料主張サービスをご利用ください

総合演出事業  （株）オオガプロモーション   

http://ohga-pro.com

豊富なバラエティサービスで、オリジナルの思い出作りをサポートいたします。

普通の結婚式では満足できないという方に、人数・ご予算・規模に応じて結婚式を総合演出いたします。
「球場を貸し切って…」や「船上での結婚式」、「入院中の父の病院で式を挙げたい」など、
最高のおもてなしで、思い出に残るあなただけの結婚式を当社で演出させていただきます。

〈その他〉 各種イベントの企画／吹奏楽団の出張生演奏／写真ケーキサービス／
　　　　 司会・コンパニオンの派遣／エキストラの派遣　ほか

■ 結婚式総合プロデュース

スタジアム
ウエディング

プロデュース例

その他にも、今まで見たことも聞いたこともない結婚式をご提案いたします。

ドラマや映画であるようなことを実際にやってみませんか。お客様との入念な準備・お打合せを重
ね、ドラマ・テレビ番組などで見るようなプロポーズ演出など、様 な々サプライズを現実にプロデュース
し、ロケを敢行いたします。サプライズ演出はオリジナル映像として残します。

■ 披露宴・結婚式・誕生日・プロポーズなどのサプライズ演出

補正・加工例






