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1.はじめに（撮影環境と白抜きのメリットについて） 

この度はZenFotomaticをご利用いただき誠にありがとうございます。 

昨今スマートフォン経由でのアクセスが多くなっている中、シンプルで認識性が高い商品写真がますま
す重要となってきています。 

ZenFotomaticは今まで人間の目で判断し、人間の手で加工していた商品写真加工作業を自動で行うソ
フトウェアです。 
有効にご利用いただくことで、圧倒的なコスト削減と作業時間の軽減が可能となります。 

◆商品画像を『白抜き』をするメリットについて 
ECサイト内でお客様が商品を選ぶ際に、スマートフォンやタブレット等、従来のデスクトップパソコン
以外でのサイト訪問が増加傾向にありますが、モバイル端末は従来のデスクトップ型に比べ、モニター
表示できる大きさに限りがあります。 
商品アピールをするためには対象商品以外の余分な情報を除去し、白い背景に被写体を表現する事で、
人間の視覚上認識性も向上し、クリック率の向上につながります。（他社ABテストツール調べ） 

スマートフォンの小さな画面では、商品画像に余計な情報を付加 
する事で認識性が落ち、クリック率減少につながる。 

▶シンプルな画像がますます重要に
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商品撮影は可能な限り単一色(白色の背景を推奨)の背景で撮影してください。 
複雑な背景や、被写体と元の背景があまりに区別しづらい場合は良い結果を得られない場合があります。

◆照明について 
加工に適した写真を取るためには被写体に対する、照明の数・光量・背景など多様な要素がございます。
中でも照明の数と光量は重要なポイントとなります。

◆推奨撮影環境

照明設置イメージ① 
ライト２灯、背景紙使用の場合

照明設置イメージ② 
背景に乳白色アクリル版使用の場合

ネットショップの商品撮影に一般的な白い背景紙を使用 
した撮影の例です。 
被写体を背景紙からやや離し、背景にもライトを照射し
ましょう。 
ライトが4灯用意できる場合は背景と被写体ようそれぞ
れに2灯ずつ使用することで不要な影を除去する事がで
きますが、2灯の場合は背景に当てている側のライトと
反対側から商品にもライトを当てます。

背景素材に乳白色のアクリル板を用いて
ライトを背景の後ろから当てる撮影方法
です。撮影経験に乏しい方でも簡単に立
体感ある美しい商品写真が撮影しやすい
のでおすすめの撮影方法です。 
この撮影環境で撮影する方法について、
以下のリンク動画でもご案内させていた
だいております。 
【撮影環境について】 
https://www.youtube.com/watch?v=MpPOK1__9f8 P4

https://www.youtube.com/watch?v=MpPOK1__9f8
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２.Zenfotomaticのアカウント登録/ログイン 

初めてご利用になられる際は、右下の「スタート」をクリック、 
すでにアカウントをお持ちの方は、右上のログインをクリックしてください。

◆初めてZenFotomaticをご利用になるお客様
初めてZenFotomaticをご利用になる際はアカウント登録が必要で
す。スタートボタンを押すと左図のような画面に移ります。 
お名前・メールアドレス・任意のパスワードをご入力いただき、利
用規約に同意の上「Sign up」ボタンをクリックしてください。 

ご登録完了後、info@zenfotomatic.jpよりご登録メールアドレス
宛に確認のメールが送信されます。メールに記載されたアカウント
認証用アドレスをクリックして登録完了になります。 

＊メールが届かない場合 
上記アドレスを受信可能に設定、もしくは迷惑メールフォルダをご
確認ください。

初めてご利用になる場合

アカウントをお持ちの場合

◆既にアカウントをお持ちのお客様
ご登録いただいたメールアドレスとパスワードをそれぞれ入力し、
「ログイン」ボタンをクリックします。

パスワードをお忘れの際は「パスワードをお忘れの場合」をクリッ
クして、パスワードリマインダーにご登録済のメールアドレスをご
入力ください。
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３.写真をアップロードする 
撮影した画像をZenFotomaticにアップロードしてみましょう。

画面左下の【アップロード】ボタンをク
リックしてください。

画像を保存している任意のフォルダから
画像を選択します。 
 
加工したい画像が複数ある場合はフォル
ダ内の対象の画像を一括選択する、 
またはドラッグ&ドロップでもアップロー
ドすることができます。 
＊画面はMac OSのものとなります

アップロードされた画像は、サムネイル表
示され、それぞれクリックすると拡大表
示されます。 

画面右側は設定パネルと呼びます。 
こちらで加工にあたっての細かな設定を
事前に行ないます。 
＊次章「4.設定パネル」参照

設定パネルアップロードされた画像が 
サムネイル表示されます。
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4.設定パネルについて

ZenFotomaticでは基本的な設定項目のみ表示する「シンプルモード」
と、加工サイズの指定や各種細かい設定項目を表示する「アドバンス
モード」をご用意しています。 
各設定項目値は同じコンピュータの同じブラウザで使用する限り表示
を切り替えても引き継ぎます。 
＊ご利用ブラウザのキャッシュをクリアすると保存された設定値もクリアされます。

◆2つのモードについて

◆各項目設定の詳しい説明について
設定パネル内の各項目にある「?」をクリックすると、項目についてのヘルプが表示されます。

◆各設定項目について

スタンプ&フレーム テンプレート
白抜きや切り抜きの画像と同時に、事前に作成されたテンプレートを元にバナーや文字など
を写真に貼り付ける事が可能です。 

リサイズ機能
加工後の画像サイズを指定します。ピクセル単位での指定や、アップロードされた画像の元
サイズからの拡大・縮小割合(%指定)、縦横比率を指定してリサイズする事も可能です。

スケール機能 加工後の画像サイズに対する被写体の切り出し方を指定します。

Auto Crop
ZenFotomatic最大の特徴です。撮影された写真内の被写体を自動的に認識し、それ以外の
余分な背景部分を除去します。細かな認識精度の設定が可能です。

背景色
ZenFotomaticは白背景だけでなく様々な背景色や背景の透過(切り抜き)が可能です。また、
撮影された写真から背景色を自動検知する事も可能です。

Auto Brightness Level
アップロードされた写真の被写体の明るさを設定された明るさレベルを基に自動調整する画
期的なオプションです。 自動的に暗い写真は明るく、明るすぎる場合は明るさを抑えます。

画像の回転
撮影時のカメラの向きを検知して被写体の上下を自動回転します。また「被写体の自動角度
修正」モードは認識された被写体の角度を画像に対して自動で垂直に修正します。

ボーダーのトリミング 画像の縁を設定された値(ピクセル単位)に基づき切り取ります。

色彩調整
ZenFotomaticは撮影された被写体の色を極力変化させないよう背景除去加工をしますが、
任意で最低限の色彩調整を行う事も可能です。

ファイル保存オプション
加工後のファイルフォーマットをJPG、PNGのいずれかで選択可能です。JPGの場合は加工
後の最大ファイルサイズを指定する事も可能です。
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5.写真を加工する 
◆加工する画像を選択する

画像を個別に選択する場合 
各サムネイルの左上のチェックボックスにチェックを入れます。

複数の画像を一気に選択する場合 
画面下部の「画像の選択」ボタンをクリッ
クし任意の選択方法をクリックします。

◆選択した画像を加工する

加工する画像を選択後、画面下の「画像
の加工」ボタンをクリックします。

選択された画像が設定パネルで設定され
た値に基づいて次々と加工されていきます。
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6.自動加工に失敗した画像の処理 
◆自動加工失敗画像のエラー報告

自動加工終了後、加工精度に納得できない画像
のサムネイルをクリックし、拡大表示させます。 
画面上部に表示される 
「画像処理は成功しましたか?」 
の問いに、【いいえ】をクリックしてください。

サムネイルがピンク色に変わり、ステータス
が「エラー」となります。 
エラーとなった画像はダウンロード対象から
外れ、同時にZenFotomatic開発チームによっ
て画像解析されます。ZenFotomaticはこのよ
うにユーザーによって指摘されたエラー画像
を日々解析し、アップデートを繰り返す事に
よって進化し続けています。

◆マスクツールによる手動での微修正

被写体をドラッグ&ドロップで塗りつぶします。 
まずは1クリックでZenFotomaticが自動的にマスキングを
行うので、残りの細かな修正を用意された数種類の太さの筆
ツールや消しゴムツールで行います。 
ほとんどの一般的な画像編集ソフトよりも素早く簡単に編集
する事が可能です。 
マスクツールの詳しい使い方は以下のページを参照してくだ
さい。 
【マスクツールについて】 
www.zenfotomatic.jp/help/その他機能/マスクツール/

http://www.zenfotomatic.jp/help/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E6%A9%9F%E8%83%BD/%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/
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７.画像をダウンロードする 
◆ダウンロードする画像を選択する 
【5.写真を加工する】の手順と同様に、ダウンロードする画像を選択します。

・１枚ずつ選択 
　サムネイルのチェックボックスをクリック 

・複数選択 
　画面下部の「画像の選択メニュー」から選択

選択された画像の枚数が画面下部のボタン横に表示されます。ダウンロードをクリックしましょう。

ダウンロードについての確認が表示されます。 
「OK」をクリックすると、ダウンロードが開始されます。

ダウンロードされた画像はサムネイル上部のス
テータスが「ダウンロード済」となります。 
エラー指定された画像はダウンロードされず、
課金対象から外れます。

画像はZIPファイルにまとめられてダウンロード
されます。 
ZIPファイルを解凍して画像を確認してください。
＊画面はMac OSのものとなります



８.料金体系 
ZenFotomaticは加工された画像のダウンロード1枚毎に「1 ZENポイント」が消化されます。 
フリートライアルでのアカウント取得後、初回10ZENポイントが付与されています。 
ZENポイントは以下の２種類の方法でご購入いただけます。 

◆プリペイドでFotoPack(フォトパック)を購入する : 加工単価1枚当たり ¥25～¥10

100枚分～5,000枚分まで6種類のパックをご用意し
ています。FotoPackはご購入より6か月間の有効期
限となっているので、6か月間に撮影～加工する予
定の枚数に即したパックをご購入ください。 
枚数が多いパックほどディスカウントされ、1枚の
加工単価が下がります。 
例) 
100   FotoPack = ¥2,500   = 加工単価 ¥25/枚 
1000 FotoPack = ¥15,000 = 加工単価 ¥15/枚 
5000 FotoPack = ¥50,000 = 加工単価 ¥10/枚

◆ご購入のポイント 
月間の加工枚数に大きな差があり、月間加工枚数が5,000枚以下の場合 ▶ 必要な時にFotoPackを購入 
月間の加工枚数がある程度一定しており、月間加工枚数が5,000枚以上の場合 ▶ FotoMonthly契約

◆月締め、掛け払いのFotoMonthly(フォトマンスリー)で契約 : 加工単価1枚当たり ¥25～¥8 
月内で利用制限無しでご利用いただけます。月内の加工枚数によって毎月末日までの加工枚数によって
加工単価が決定され、決定された加工単価に月内加工枚数の合計を乗じた金額が請求されます。

1 ヶ月
月初 月末

加工画像のDL数

翌月25日 
または末日

Bill Pay

単価×1 - 100 枚 : ¥25/1枚 

100 - 250 枚 : ¥25～￥20 / 1枚 
250 - 500 枚 : ¥20～￥17 / 1枚 

500 - 1000 枚 : ¥17～￥15 / 1枚 
1000 - 2500 枚 : ¥15～￥12 / 1枚 

2500 - 5000 枚 : ¥12～￥10 / 1枚 

5000 - 10000 枚 : ¥10～￥8 / 1枚 
10000 枚 以上 : ¥8 / 1枚

画像加工処理 
処理時間 / 1枚

画像加工処理 
処理コスト / 1枚

画像加工処理 
処理時間 / 1000枚

画像加工処理 
処理コスト / 1000枚

1枚1枚 手作業 5分 ￥100 10日以上 ￥100,000

5秒 ￥8 約1時間 ￥8,000

◆ZenFotomaticご利用によるコストダウンと効率化の例

※処理時間とコスト：様々な種類の被写体を処理した際の平均時間(熟練技術者レベル) / 時給¥1,000計算 

※1000枚処理時間：8時間労働 (休み無く8時間集中しスピードが落ちなかったとして)
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