
「世界に1冊の想い出を、手のひらに 」

株式会社 PFU（社長：長谷川 清、横浜本社：横浜市西区）は、

アルバムに貼られた写真を簡単にデジタル化できる、iPhone アルバムスキャナ「Omoidori」を

本日より受注開始いたします。（販売開始は 6 月下旬を予定）

家族や友人、大切な人たちとの記憶。
あなただけの数々の想い出、アルバムの中で眠っていませんか？

Omoidori は、iPhone をセットするだけで、大切な写真を傷つけず、反射することもなく、
手軽にデジタル化できる、アルバムスキャナ。

キレイに写真を残したら、その想い出まで、よみがえる。きっと誰かに見せたくなる。
世界に 1 冊の想い出を、手のひらに。ずっとキレイに、想い撮り。
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想い出を残すのは、
とっても大変でした…。

これまでアルバム写真をデジタル化するのは、
フィルムや写真が反射したり、
台紙から無理に剥がして大切な写真を
傷つけたりと、大変な作業でした。

Omoidori

従来

アルバム写真、テカらずキレイに、簡単スキャン
Omoidor i は、iPhone をセットして使う全く新しいアルバムスキャナ。

独自の機構で2方向からフラッシュ撮影する“Wスキャン”で、大切なアルバム写真を、
フィルムの上からでもキレイ＆簡単にスキャンできます。（特許出願中）

Omoidori が写真を覆うことで、
周囲の光の影響を受けない

「暗室」のような空間を作りだします。

LED
フラッシュ

内部の LEDフラッシュが、
2 方向から光り、スキャン。

反射していない部分を
瞬時に合成して

キレイな画像にします。

キレイな画像が完成！

【Wスキャンとは？】



便利なアプリで簡単に
難しい操作はいりません。誰でも簡単にスキャンできる秘密は、アプリにあります。

〈2 L判合成〉
集合写真など大きいサイズの写真は、
最大 2L 判までスキャンできます。
写真を半分ずつスキャンし、

1 枚の画像に自動で合成するので、
大きな写真もキレイに残せます。

※風景写真、人物や動植物がアップで写っている写真など、
合成がうまくいかない場合があります。

〈赤目補正〉
赤目に写っていた写真を補正することができます。
想い出を、もっと美しくよみがえらせましょう。

〈日付認識〉
写真に印字された日付を自動で認識し、

当時の日付情報に Ex i f ※データを変更します。
昔の写真を時系列で並べたり、デジタル整理が簡単に！

※Exif …撮影日時やカメラの設定などが記録されたデータ。
デジタル化した写真を管理する上では、欠かせません。

※日付認識は、オレンジ色または白色の日付が対象です。

〈自動トリミング & 顔向き補正〉
写真のサイズに合わせて自動トリミング。
さらに顔の向きを自動で検出して

写真を回転するので、大量スキャンもらくらく。



スキャン後も想い出を楽しむ
スキャンした写真は、Omoido r i のアプリからそのままプリント、フォトブック注文ができます。

他にも想い出を楽しむヒントをご紹介します。

離れた場所で共有
with S N S、クラウドサービス

SNS やクラウドサービスを使えば、
遠く離れた場所にいる人とでも、

想い出を共有できます。
簡易的なバックアップにも！

想い出をプレゼント
with プリントサービス

Omo ido r i のアプリからオンラインで簡単に
フォトブックやプリントの注文ができます。

大切な人に贈ったり、お気に入りの写真集を作ったり、
写真の楽しみが広がります。

※プリントは、富士フイルムの印刷工場で作成し、
　お客様のご自宅に宅配にてお届けします。

どこでもスキャン
電池駆動 & コンパクトサイズなので、
実家に帰省するときのお供に。
アルバム整理がはかどります。

テレビで鑑賞会
親戚が集まるお正月や、旧友との同窓会など、

みんなで想い出を楽しめます。

※iPhone上の写真をテレビで見るには、
ケーブルまたは専用機器が必要です。

プリントサービスの連携にあたり、富士フイルムイメージングシステムズ株式会社様よりエンドースメントをいただいています。

この度、PFU 様の「Omoidor i」と連携が実現できたことを大変嬉しく思います。本連携により、お客さまの

アルバム整理とその後の写真の楽しみ方が大きく広がると確信しております。今後も、弊社は PFU 様と多様化

するお客さまのニーズをとらえ、より付加価値の高い便利なサービスを提案してまいります。

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
フォトイメージング事業部 特販第2営業部長 宮嶋俊幸



■ネーミングとシンボルマークについて

「株式会社エイトブランディングデザイン」

2006 年、代表 西澤明洋によって設立された

ブランディングデザイン会社。「ブランディン

グデザインで日本を元気にする」というコン

セプトのもと、企業のブランド開発、商品

開発、店舗開発など幅広いジャンルでの

デザイン活動を行っている。

Omoidori は、「想い撮り」。大切な人との想いがつまった
写真を残す楽しみや、振り返る喜びを、この製品を通して
体験してほしい。そんな想いをこめて名づけました。シンボル
マークは、大切な写真や想い出を守る象徴として、たまごを
抱える鳥が Omoidori の「O」を表現しています。

■ブランディングデザインについて

シンボルマークをはじめとするブランディングデザインは、株式
会社エイトブランディングデザインと共同で開発いたしました。

※本製品に iPhone 本体は含まれません。　※Omoidori は、iPhone 6s,6,SE,5s,5 でご利用いただけます。　※対応 OS は、iOS 8 以降です。
※専用アプリ「Omoidori」は日本の Apple ID を所有する方のみ、App Store にて無料ダウンロードいただけます。なお、アプリの使用には Omoidori 本体が必要です。
※本製品の電源は、単 4 電池×2 本です。

■製品情報

・PFU D IRECT  本 店 / Amazon 店 / 楽天市場店 / Yahoo ! ショッピング店

■販売店
PFU D IRECT および、下記の一部実店舗、オンライン店舗にて販売いたします。

■PFUダイレクト初回予約限定セット

お問い合わせ先

【Omoidoriケース Special Edition】

Omoidori をしまったり、持ち運ぶのに

最適なケース。電池やフォトプレッサーも

一緒に入るので、必要なときに取り出せます。

PFUダイレクトで予約いただいた

初回 1,000 名の方だけに、特別にお届けします。

（非売品）

【注釈】※1  PFU ダイレクトは、当社が運営するオンラインショップの名称です。
【商標について】Omoidor i、W スキャンは、株式会社 PFU の日本における商標です。／ iPhone、iOS は、Apple , Inc の商標です。
その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

〈お客様お問い合わせ先〉

株式会社 PFU
イメージ サービス & サポートセンター

電話：050-3786-1665
E-mail：omoidori@pfu.fujitsu.com

〈WEB サイト〉 〈報道関係者お問い合わせ先〉

株式会社 PFU
企画・総務部 パブリックリレーション部

電話：045-305-6001
E-mail：pr@pfu.fujitsu.com

品名

Omoido r i

型名

PD-AS01

価格（税込）

オープン価格（PFU ダイレクト価格 ¥12,800）

販売開始

6 月下旬を予定

omoidori . jp

■オプション品
【フォトプレッサー】

たわんだ写真の上からプレスし、

キレイにスキャンするオプション品。

本体底にマグネットで装着。

価格￥2,700（税込）

・アクト・ツー

・アシストオン

・AppBank Store

※プレスリリースに掲載されている製品の価格、仕様、サービス内容、お問い合わせ先などは、発表日現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

・オプシアミスミ（Apple Premium  Reseller）

・キットカット（Apple Premium  Reseller）

・京王百貨店 新宿店

・コイデカメラ

・ビックカメラ

・ロフト

・Wonder Photo Shop

・B-PARK+（Apple Premium  Reseller）

・二子玉川 蔦屋家電

・ヨドバシカメラ・C smart（Apple Premium  Reseller）

・湘南 T-SITE（Apple Authorized Reseller）

・代官山  蔦屋書店


