
あなたの顔が
フィギュアの顔に !

似顔絵フィギュア



お顔は新郎新婦様のお写真からオリジナルで
お作りします。いつまでも微笑ましい、
記念日にぴったりのオーダーメイドです。

ご結婚の記念に

頭身が高いタイプ・頭身が低いタイプ

12cm ～ 17cm

顔 : ポリマークレイ、 ボディ : ポリレジン

約４週間

お 顔 部 分 を
オリジナルで
お作りします。

ボディはカタログより
お選び下さい。

写真だけを頼りに作成致します。
フィギュアの顔にしたい表情で、
鮮明に撮影してください。

「似顔絵フィギュア」

タ イ プ

高 さ

素 材 

制作期間

ご両親様用の作成も人気です !

▲ 2 体用アクリルケースに頭身の低い
フィギュアとネームプレートを設置したイメージ

ディスプレイ用 アクリルケース ( 別売り )

素材：アクリル ( 厚さ 3mm)
大きさ：幅 200× 奥行 150× 高さ 200(mm)
土台カラー：ブラック

和文：大きな文字　10 文字程度
　　　小さな文字 　12 文字程度

英文：大きな文字 　13 文字程度
　　　小さな文字 　18 文字程度

メッセージ、お名前が入ります。

アクリルケース 詳 細

3mm 厚さのアクリルを使用した、しっかりとしたケースでフィギュアを埃からお守りします。
ケースをご注文のお客様にアクリル製ネームプレートをお付けしております。



似顔絵フィギュア ウェディング タイプ

Q.341+Q342

Q.333+Q334

Q.19+Q20 Q.15+Q16Q.9+Q10

Q.335+Q336

Q.185+Q186

Q.351+Q352

売り切れ等によりご希望に添えない場合がございます。

売り切れ等によりご希望に
添えない場合がございます。

Q.339+Q340Q.337+Q338Q.245+Q246

Q.85+Q86 Q.233+Q234Q.77+Q78

Q.229+Q230 Q.580+Q581

Q.439+Q440 Q.699+Q700

Q.516+Q539

Q.209+Q210

Q.33+Q34 Q.97+Q98 Q.147+Q148

Q.297+Q298

Q.151+Q152

Q.211+Q212

Q.72+Q73

Q.419+Q420

Q.70+Q71

チャペル背景付き パール調のドレス ご両親に

シンプルなウェディング
ドレスながら、女性らしさ
の出ている人気のタイプ

ボリュームのあるドレス
と赤いバラがゴージャス
な印象。

一見シンプルなドレスの
胸元や裾には細かな飾り
が施されています。

頭身が低い
タイプ一覧
(約12～13cm)

頭身が高い
タイプ一覧
(約14～17cm)

フィギュアの大きさ
は髪型等により毎回
異なります。また改
良の為、多少変更す
る場合があります。

フィギュアの大きさは髪型等により毎回異な
ります。また改良の為、多少変更する場合が
あります。

人気

人気

人気

人気 人気

人気

人気 人気

人気 人気

ウェディングフィギュアには、デフォルメの強い低頭身タイプの物と、
頭身が高めの少し大きめサイズの 2タイプがございます。

第 2希望までご指定願います。 第 2 希望まで
ご指定願います。
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上記の悪い画像例のように顔や髪型等が分かりにくい画像の場合、ご注文をお受けで
きないため、再度写真を撮り直していただく事になりますのでご注意ください

・ぼやけている
・小さい
・暗過ぎる
・明過ぎる
・帽子着用

お預かりする写真、又は画像データに関して

お 写 真 の 場 合 画 像 デ ー タ の 場 合

データ容量 :500KB 以下
形式 : JPG
サイズ : 640×480

サイズ :L 版
※

8.9 × 12.7 ｃｍのお写真です※

デジカメの
高画質モードで
撮影してください。

お1 人につき ４枚が必要・真正面・真右  ・真後ろ・真左

■ 通常オーダータイプの場合

悪い例

証明写真の様に、目鼻立ち、髪型がはっきりわかり、
作りたい表情をされているお写真をお撮りください。
また、ほくろ・ヒゲの制作の有無をお伝えください。

※同じ髪型のお写真をお送りください。

ほくろはこれ以外に
再現しない。

ひげは作らない

例



お申込みの流れ

ご注意

・「似ていない」「想定していたものと仕上がりが異なる」等、お客様個人

　の主観が理由による返金・返品・再生産に応じる事はできません 。

・お客様の都合による商品の返品・交換は原則できません 。

    ご理解ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

・  弊社が注文窓口となり中国の工場に製作を依頼します。

　受注生産品ですので、納期短縮の申し出や製作開始連絡以降の

　返金・キャンセル・作り直しはできません。

ご質問・ご注文は受付までお願いいたします。

受付に代金とお写真をお持ちになりお申込み下さい

お顔のお写真を４枚用意します。

カタログからお好みのボディを選びます。

約４週間で出来上がります

お顔をお写真を
元にお作りします。



よくあるご質問

Q. フィギュアの材質は何ですか？

Q. フィギュアを写真とまったく同じにできますか？

Q. 衣装の色は指定できますか？

Q. フィギュアの製作状況を、途中で確認することはできますか？

フィギュアは、お預かりしたお写真をもとに、１つ１つ丁寧に制作いたします。似ている、似ていないは個人の主
観によるものですので、サンプルを参照の上、ご理解、ご了承お願いいたします。

フィギュアの制作状況を、途中で確認することはできません。商品の到着までお待ちくださいませ。

Q. どこで作っていますか？
弊社が注文窓口となり中国の工場にて製作を依頼します。
その為、納期短縮の申し出や製作開始連絡以降のキャンセルや再生産に応じる事はできません。
納期まで日数を要する為、余裕を持ってのご注文をお願い致します。

フィギュアは、顔部をポリマークレイ（オーブン粘土）、ボディーをポリレジンの採用をしております。通常の保
管方法であれば特に問題はありませんが、素材がプラスチック粘土ですので、転倒や落下すると破損してしまう
事があります。取り扱いには十分ご注意お願い致します。また、陽が当たる所への放置や、水につけたり、洗剤
などで洗ったり拭いたりすると色落ちする原因となります。

衣装の色を指定することはできません。

Q. フィギュアの完成までの日数はどれくらい？

Q. 売買契約後のキャンセルはできますか？

Q. クーリングオフはできますか？

Q. フィギュアが届いたのですが、破損していました。

Q. 商品が倒れやすい気がします。

契約成立後のキャンセルはお受けすることはできません。ご了承くださいませ。

お客様のフィギュアは、１つ１つ丁寧に手作りで制作致しますので、お届けには１ヶ月程度かかります。基本的
に手作りである事や、輸送の関係上、納期短縮・期日指定のお申し込みはお受けしておりません。上記をご考慮
のうえ、期日に余裕を持ってご注文下さいますよう、お願い致します。

受注生産商品の為、クーリングオフ対象外となります。      

商品は検査の上出荷しておりますが、運送途中に破損する場合もございますので、お受け取り後は速やかに破損の
有無をご確認くださいませ。万が一破損していた場合は、運送途中によるものと思われますので、運送会社の保険
適応となります。お受け取り後、１２時間以内に弊社及び、配達店までご連絡くださいませ。※お受け取り後、１２
時間を過ぎてからのご連絡につきましては適応外となりますのでご了承くださいませ。

商品はデフォルメの為に頭部が大き目に制作されていますので衝撃によりバランスを崩しやすい場合があります。
両面テープを足裏に貼る事で改善されます。



To me, you have more charm and 
charisma than a million roses. 

This is a once in a life time proposal. 
Would you marry me?


