
撮影料金

記念写真　1か月後仕上げ

（撮影料+プリント料+データ）
税込価格

撮影 1名様 2名様～4名様 5名様以上

１ポーズ 7,700円 9,900円 11,000円

２ポーズ 13,200円 16,500円 18,700円

３ポーズ 17,600円 22,000円 24,200円

４ポーズ 20,900円 26,400円 --

５ポーズ 23,100円 29,700円 --

６ポーズ以上 ＋2,200円 ＋3,300円 --

表情違い
（同ポーズ）

＋2,200円 ＋2,200円 --

プリント 料金

手札/L判（127mm×89mm) 1枚　3,080円

キャビネ判/2L判（178mm×127mm) 1枚　3,960円

八切（216mm×165mm) 1枚　4,950円

六切　(254mm×203mm) 1枚　5,500円

四切　(305mm×254mm） 1枚　6,600円

オリジナル台紙（１冊） 1枚　2,750円

データ 料金 備考

画像ダウンロード（1画像） 6,600円
2画像目以降 ＋3,300円

※１ヶ月仕上げ、最大10枚まで　

ＣＤ-Ｒ（１画像） 6,600円 2画像目以降 ＋3,300円

ＵＳＢ（１画像） 7,700円 2画像目以降 ＋3,850円

証明写真/お受験個人写真　２日後仕上げ

（撮影料+プリント料+オプション）
税込価格

撮影 料金 備考

1ポーズ 2,640円 --

表情違い（同ポーズ） ＋1,100円 --

プリント 料金 備考

１枚 660円 7×5 まで

１枚 1,100円 9×6 まで

セットプラン（撮影+プリント） 料金

10枚セット（7×5cmまでの同サイズ） 8,140円

20枚セット（7×5cmまでの同サイズ） 12,540円

30枚セット（7×5cmまでの同サイズ） 15,840円

オプション 料金 備考

当日仕上げ 2,200円 ※お受けできない場合がございます

翌日仕上げ 1,100円 ※お受けできない場合がございます

画像ダウンロード（1画像） 4,950円 データサイズ 約1,500px×1,125px

ＣＤ-Ｒ（１画像） 4,950円 データサイズ 約1,500px×1,125px

ＵＳＢ（１画像) 6,050円 データサイズ 約1,500px×1,125px

お受験ご家族写真　１カ月後仕上げ
（撮影料+プリント料+オプション）

税込価格

撮影人数 料金

２名～４名（１ポーズ） 9,900円

５名以上（１ポーズ） 11,000円

表情違い（同ポーズ） +2,200円

プリント 料金

手札/L判（127mm×89mm） 1枚　3,080円

キャビネ判/2L（178mm×127mm） 1枚　3,960円

八切（216mm×165mm） 1枚　4,950円

六切（254mm×203mm） 1枚　5,500円

四切（305mm×254mm） 1枚　6,600円

オプション 料金 備考

画像ダウンロード（1画像） 6,600円 --

CD-R（１画像） 6,600円 --

USB（１画像） 7,700円 --

特急仕上げ ＋2,200円 ※２週間仕上げ

＊当日の状況により特急仕上げをお受けできない場合がございます。事前にご確認ください。

ポートレートプラン　１か月後仕上げ

（撮影料+プリント料+オプション）
税込価格

撮影 料金

1ポーズ 7,700円

表情違い（同ポーズ） ＋2,200円

プリント 料金

手札/Ｌ判（127mm×89mm) １枚　3,080円

キャビネ判/2Ｌ判 (178mm×127mm) １枚　3,960円

八切 (216mm×165mm) １枚　4,950円

六切 (254mm×203mm) １枚　5,500円

四切 (305×254mm) １枚　6,600円

オプション 料金 備考

画像ダウンロード（1画像） 6,600円 --

ＣＤ-Ｒ（１画像） 6,600円 --

ＵＳＢ（１画像） 7,700円 --

特急仕上げ +2,200円 ※２週間仕上げ

基本プラン内容
ヘアメイクと写真撮影

【１ポーズ、キャビネ判 (178mm×127mm) プリント1枚】

※所要時間約1時間～1時間30分 ※撮影はご予約制です。

［ヘアメイク］オプションでエイジングケアも承ります。（5,500円）

［衣裳］フォーマルウエア各種取り揃えております、お問い合わせください。

［写真］画像データ入りCD-R・プリントサイズや台紙の変更、その他サービスも承りま

す。お問い合わせください。

ヘアメイク付きポートレートプラン 22,660円（税込）〜

ヘアメイクアップアーティストによるヘアメイクと写真室で、とっておきの
ポートレートを撮影するプランです。

専門スタッフによるライティングで撮影。プロの技術と経験により、生き生
きとした顔を写します。凛とした姿、やさしい印象など、用途にあわせて仕
上げます。

基本プラン内容
新郎・新婦貸衣裳（ウエディングドレス・タキシード、各1点）

／アクセサリー・小物一式／ヘアメイク・着付け／アーティフィ

シャルブーケ・ブートニア／スタジオ写真撮影（六切プリント3

枚・フォト3面 台紙・画像データ入り付）

基本プラン内容
新郎・新婦衣裳（白無垢または色打掛・紋付袴、各1点）／和装

下着・小物一式／ヘアメイク・着付／スタジオ写真撮影（六切プ

リント3枚・フォト3面台紙・画像データ入り付）

フォトウエディングプラン

「婚礼衣裳とは別の衣裳で撮影したい」「写真だけでも残したい」というお
二人に向けた、衣裳と撮影がすべてセットになったプランです。

ウエディングドレスやカラードレスといった洋装および白無垢、色打掛など
和装もご用意。衣裳からヘアメイク・着付、撮影まで専門スタッフが担当
し、素敵な一枚に仕上げます。

洋装プラン 130,900円（税込）〜

和装プラン 151,250円（税込）～

３泊４日

レンタル料金
110,000円（税込）〜385,000円（税込）

セット内容
振袖、長襦袢（半衿付）、袋帯、帯揚げ、帯締め、
伊達衿、衿芯、帯板大小、帯枕、伊達締め２本、
腰ひも５本、コーリンベルト、三重仮紐、草履、
バッグ、（脱脂綿50ｇ、ガーゼ3ｍ）

販売品
肌着（長襦袢、裾除け）6,600円（税込）～
足袋 2,750円（税込）

その他

レンタル品

ショール 11,000円～27,500円（税込）

髪飾り 2,200円（税込）～

＊フェイスタオル5本ご用意ください。

＊当店撮影のみの利用に限り、上記より半額にてお貸出しいたします。

＊ヘアメイク＋着付けをご利用いただく場合は、前開きのお洋服でご来店ください。

振袖レンタル 110,000円（税込）〜

ご成人のお祝いやご結納やご婚礼参列を華やかに彩る衣裳です。
当衣裳スタッフがコーディネートした約30点の品物からお気に入りをお選び
いただきます。お着付け小物がセットになっていますので、そのままお召し
になることができます。

3歳3泊4日

レンタル料金
33,000円（税込）〜44,000円（税込）

セット内容
被布、着物、長襦袢（半衿付）、三尺帯、腰ひも
３本、巾着、草履、足袋、髪飾り
＊フェイスタオル２本、肌着(U首シャツ)をご用意ください。

5歳3泊4日

レンタル料金
38,500円（税込）〜49,500円（税込）

セット内容
羽織、長着、長襦袢（半衿付）、袴、角帯、懐
剣、お守り、羽織紐、白扇、雪駄、腰ひも３
本、足袋
＊フェイスタオル２本、肌着(U首シャツ)をご用意ください。

7歳3泊4日
レンタル料金

66,000円（税込）〜132,000円（税込）

セット内容
着物、長襦袢（半衿付）、帯、帯揚げ、帯締め、
志古貴、箱迫、末広、草履、バッグ、三重仮紐
（小）、腰ひも5本、伊達締め2本、帯板、帯
枕、足袋、脱脂綿50ｇ、ガーゼ2ｍ、髪飾り
＊フェイスタオル3本、肌着(U首シャツ)をご用意ください。

＊ヘアメイク＋着付けをご利用いただく場合は、前開きのお洋服でご来店ください。

＊当店撮影のみの利用に限り、上記より半額にてお貸出しいたします。

七五三着物レンタル 33,000円（税込）～

歳を重ねたお祝いに3歳は可愛らしく、5歳は格好良く、7歳はすこし大人っ
ぽい姿になれる和装をご用意しております。
お着付け小物がセットになっていますので、そのままお召しになることがで
きます。

黒留袖/３泊4日

レンタル料金 44,000円（税込）〜77,000円（税込）

訪問着/３泊4日

レンタル料金 33,000円（税込）〜55,000円（税込）

セット内容
着物、長襦袢（半衿付）、袋帯、帯揚げ、帯締め、
（脱脂綿50ｇ、ガーゼ2～３ｍ）

販売品
●肌着（肌襦袢、裾除け）6,600円（税込）～
●足袋 2,750円（税込）～
●末広 2,200円（税込）

その他

レンタル品

●草履・バッグセット5,500円(税込)～11,000円(税込)

●着付小物セット　3,850円(税込)

(腰ひも5本、伊達締め2本、帯板、帯枕、衿芯、コーリンベル

ト)

＊ヘアメイク＋着付けをご利用いただく場合は、前開きのお洋服でご来店ください。

＊フェイスタオルを3本ご用意ください。

＊当店撮影のみの利用に限り、上記より半額にてお貸出しいたします。

黒留袖・訪問着レンタル 44,000円（税込）〜

門出を迎えたご子息、ご息女に寄り添うお母様へ向けた「黒留袖」
ご婚礼参列を温かく彩る「訪問着」を取り揃えております。
着物や帯といった主要５点セットのご用意ですので、肌着や末広、小物は当
店のオプションをご利用ください。

３泊４日

レンタル料金

セット内容

55,000円（税込）〜77,000円（税込）

羽織、長着、長襦袢（半衿付）、袴、角帯、羽

織紐、衿芯、白扇、雪駄、腰ひも3本

＊ヘアメイク＋着付けをご利用いただく場合は、前開きのお洋服でご来店ください。

＊フェイスタオル4本、肌着(U首シャツ、ロングパンツ)をご用意ください。

＊当店撮影のみのご利用に限り、上記より半額にてお貸出しいたします。

紋付羽織袴レンタル 55,000円（税込）～

ご成人のお祝いや婚礼用、式典用での男性和装の正礼装をご用意しておりま
す。衣裳の担当がコーディネートした約10点の中からお選びいただきます。
お着付け小物が一式セットになっておりますので、お貸出しすぐにお召しに
なることができます。

３泊4日

レンタル料金

セット内容

販売品

その他

レンタル品

33,000円（税込）〜66,000円（税込）

小振袖、長襦袢（半衿付）、袴
半幅帯、伊達衿、巾着、草履またはブーツ
（脱脂綿50ｇ、ガーゼ２～3m）

●肌着（長襦袢、裾除け）6,600円(税込)～
●足袋 2,750円（税込）

＊フェイスタオル３本をご用意ください。

＊ヘアメイク＋着付けをご利用いただく場合は、前開きのお洋服でご来店ください。

＊当店撮影のみのご利用に限り、上記より半額にてお貸出しいたします。

●着付け小物セット3,300円（税込）～
（腰ひも5本、伊達締め2本、衿芯1本、コーリンベルト）

●髪飾り 2,200円（税込）～

卒業袴レンタル 33,000円（税込）〜

ご卒業の晴れ舞台にお召しになれる女性用袴をご用意しております。当衣裳
スタッフがコーディネートした約35点の品物からお選びいただきます。小振
袖や袴といった主要7点のセットですので、肌着やお着付け小物はオプション
をご利用ください。

３泊４日

レンタル料金

ジャケット＋ワンピース　33,000円（税込）～
44,000円（税込）

ワンピース 11,000円（税込）～19,800円（税込)

ジャケット単品　22,000円（税込）

※その他、スカート単品やボレロ、バッグ等小物のご用意もご

ざいます。

＊スカート丈、袖丈のご調整をいたします。お直しは10日程かかりますので、お早めの

ご用命をお願いたします。（デザインによってはご対応できない場合もございます。）

＊当店撮影のみご利用に限り、上記価格より半額でお貸出しいたします。

フォーマルドレスレンタル 11,000円（税込）〜

門出を迎えたご子息、ご息女に寄り添うお母様へ向けたセットアップドレ
ス、ご婚礼参列や正式な式典にもぴったりなゲスト用ワンピースをご用意し
ております。スカートやジャケットをそれぞれコーディネートしてお貸出し
することも可能ですのでご相談ください。

３泊４日

レンタル料金

サイズ：男児、女児ともに80cm〜140cm
16,500円（税込）〜55,000円（税込）

＊当店撮影のみご利用の場合は、ご料金が異なります。スタッフにお問い合わせくださ

いませ。

フォーマルこども服レンタル 16,500円（税込）〜

お誕生日のお祝いやご婚礼参列にぴったりなお子様向けドレスを取り揃えて
おります。
女の子にはシンプルなワンピース風ドレスからお姫様の様な気分になれる豪
華なドレス、男の子には格好良いセットアップスーツをご用意しておりま
す。




