
鶴岡八幡宮まで徒歩 たったの３分。

神社でロケーション撮影をしよう。

よくある質問
A
Q
A&&
Q

鎌倉店 限定プランを記念してお得な特典をご用意しました。

ロケーション撮影、 スタジオ撮影がしたい。

着物が借りたい。

あなたの理想を叶えます。
聞いてみよう！

「プレシュ  鎌倉」で検索♪

公式アカウント

会員登録を
お願いします。

当店で返信メールを確認。
撮影日を調整させて頂き
ご予約が確定いたします。

お電話か LINE を
お願いします。

※3

ご案内とお申込みフォームが
一緒になっているメールを

送ります。 ※4

ご予約の流れ

２. 電話又は　　 でお申し込フォームをご依頼ください。

【重要】 LINE の方で 「お名前」 「お電話番号」 の記載がない場合、

　　　　　会員登録の情報を確認できない為、 ご予約を承ることが出来ません。

※3 会員登録時の 「お名前」 「お電話番号」 をお伝えください。

３. お申し込フォームをご返信ください。

【重要】 ご希望の日程で予約をお取りします。
　　　　　 状況により再度日程調整をする場合があります。

１. 会員登録をお願いします。

４. ご来店のお時間をメールにてご案内いたします。

【重要】 オプション内容によりご来店時間が異なる場合があります。

七五三 お宮参り 卒業袴 成人式

七五三

お宮参り

掛け着の無料レンタルは 1日ですか？
   はい。こちらは撮影中だけでなく撮影前・撮影後でもご利用いただけます。
   ご祈祷の時間に合わせてご利用になっていただけます。(17 時返却 )

Q
A

撮影後もママの訪問着をレンタルできますか？
   できます。パパママお出かけ着物レンタルをお申込みください。
   お食事利用には「飲食フルサポート」補償のご加入が必要です。
   (17 時返却 · 汚れ等補償あり )

Q
A

車はとめられますか？
   「神社出張撮影プラン（スタジオ+含む）」では、専用 駐車場のご用意は
   ありません。恐れ入りますが、近隣駐車場をご利用ください。

Q
A

Q
A
雨だったらどうしよう…
   神社出張撮影の方は、前日のお昼までに日程変更が可能です。
   後日、出張撮影ができ撮影に関する ( 子供着付を含む ) 手数料は頂きません。
   着付師・美容師が必要なオプションのキャンセル料は必要になります。

鎌倉店 限定プラン！

神社出張撮影プラン

鎌倉鶴岡八幡宮前店 限定

神社出張撮影プラン
選べる お得なキャンペーン！

鎌倉鶴岡八幡宮前店 限定

神社出張撮影プラン
選べる お得なキャンペーン！

Q
A
スタジオ＋神社プラン、スタジオとロケ撮  別日にできる？
   恐れ入りますが、できません。
   神社へお参り当日に、神社出張プランのご利用は可能です。

着物をレンタルして鶴岡八幡宮でロケーション撮影！

  選べる

　商品付き！
44,800円 （税込 49,280 円）30 カット

10,000円+
40 カット

★会員登録、お電話での受付・お打合せ後、ご予約確定となります。
　 【注】HP から WEB 予約をしても、神社出張撮影はできません。

スタジオ＋神社出張撮影プラン
神社まで徒歩３分、スタジオと鶴岡八幡宮で撮影しよう。

1日3組 限定

30 カット

[ プランをアップグレード ]

※1  プラン料金に別途 撮影料金が必要です。

撮影料金には、 撮影中の / お着物 ・ 小物一式 / お着付け / ヘアセット　が含まれております。

★詳しくは、HP メニュー  →  七五三 (753) 写真撮影をご覧ください。★

※4 鎌倉店の店舗ブログにも 「予約状況とお申込み方法について」 の掲載があります。

撮影時の衣装は 2着きれますか？
   「神社出張撮影プラン（スタジオ+含む）」では、衣装は一着となります。
   撮影の途中でご両親やお付き添いの方もお着替えは、できません。

Q
A

※お好きな特典を１つ選んでください、 撮影内容により選べる特典は変わります。

プレシュスタジオだから

できること。

神社出張撮影をすると

お得な特典　が

選べます。

※

４,０００円キャッシュバック

プレゼント！

七五三・お宮参り・卒業袴・成人式 の撮影の方

【補足】撮影日にお渡しいたします。

お祝いの気持ちを込めてプレゼント。

特典

お願いお願い

「神社出張撮影 キャンペーン」 希望の方は、

プレシュスタジオ鎌倉 ☎お電話又は　　　LINEからお申込みください。

キャンペーンについての問い合わせは、　　　  からお願いします。

【重要】 HP から WEB 予約をしても、 神社出張撮影はできません。

神社が近いスタジオだから

できること。

着付けて すぐに撮影。

スタジオ + 神社出張プランも

２時間　 で撮影できます。※1

※1 ： 打合せ・休憩を含む。 オプションにより２時間をこえる場合があります。

  NEW!
    4/1更新

1日3組 限定

★会員登録、お電話での受付・お打合せ後、ご予約確定となります。
 　【注】HP から WEB 予約をしても、神社出張撮影はできません。

[ プランをアップグレード ]

七五三 お参り用

お出かけ着物レンタル。
七五三 お参り用

お出かけ着物レンタル。

A:planA:plan

０円キャンペーン：毎月数量 限定！０円キャンペーン：毎月数量 限定！

A:planA:plan

[ 七五三お参り用 お出かけ着物レンタル。 について ][ 七五三お参り用 お出かけ着物レンタル。 について ]

撮影時間外（ご祈祷・お参りなど）にご利用 頂けます。

　　　　　は、お参り日が撮影と同日 又は 9 月～12 月の別日でご利用頂けます。
★撮影中のレンタルは、撮影料金に含まれています。※1

  選べる

　商品付き！

[ 神社出張撮影プラン内容 ]

七五三 ・ お宮参り ・ 卒業袴 ・ 成人式と

あらゆる撮影シーンに対応できます。

※2 天気予報で予約日が雨天の場合に限ります。

※3 オプションには、キャンセル料がかかるサービスもあります。

　　前日のお昼までの日程変更 ※2 で、キャンセル料０円。※3
更に、30カット収録の アルバム 又は、フレーム(中)が選べる！

アルバム フレーム

雨でも
 安心！
雨でも
 安心！

  選べる

　商品付き！

七五三 お参り用

お出かけ着物レンタル。
七五三 お参り用

お出かけ着物レンタル。

A:planA:plan

０円キャンペーン：毎月数量 限定！０円キャンペーン：毎月数量 限定！

9,900円税込

特典

七五三・お宮参り・卒業袴・成人式 の撮影 専用

ママの訪問着レンタル＋着付け

����お出かけ着物レンタル

お出かけ着物レンタル

★ ご利用日が撮影と同日 又は 9 月～12 月の別日でご利用頂けます。

レンタルの内容は、お着物 バッグや草履 等フルセット。

お参りの間は、お荷物をお預かりできます。

特典

新・日本髪
8,800円税込

七五三 の撮影 専用

新・日本髪/手結び帯

新・日本髪
一生に一度の記念に

神社で本格的な七五三の撮影がお得にできちゃう♪

キャンペーン期間中に是非！

【補足】お持ち込みの正絹着物に合わせる事も可能です。

Papa Mama お参り用

お出かけ着物レンタル。
Papa Mama お参り用

お出かけ着物レンタル。

鶴岡八幡宮の近くで着付けができる。鶴岡八幡宮の近くで着付けができる。

����

撮影後も子供の着物をレンタルして、お参りできる？
   はいできます。 神社出張プランの方も、店舗ページ内にあるキャンペーンの
   「お出かけ着物レンタル Aプラン」をご利用頂けます。

Q
A

　　撮影時間（予約時間）より前のご利用もOK♪※5
着物の種類は、女の子用６種類・男の子用５種類から選べます。※6

お宮参り写真撮影は、

お出かけ用 掛け着レンタル5,500円が無料になります。

※5 神社での参拝を撮影より前にすることも出来ます。

※6 店舗ページ内の「和装のレンタル衣装  ▶ お宮参りの掛け着･祝い着を見る」で確認！

おすすめ撮影シーズン

月別の特長

※4  ８月は熱中症予防の為、 屋外の撮影をお休みいたします。

スタジオ撮影は、 通常通り予約を受け付けております。

七五三の１０月～１１月の神社は参拝客が多い為、 今がおすすめ！

12月・１月・２月
３月・４月・５月
６月・７月・９月
　10月・11月

… 雨が少なく撮影は良いのですが、 気温が低いです。

… 温かい日も多くなり、 １年で一番おすすめです。

… 雨が気になりますが、 神社は空いていて良いです。

… 神社が混雑し、 背景に映り込む参拝客が多くなります。

神社で撮影おすすめ時期

ハイシーズン通常期間
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49,800円 （税込 54,780 円）

（税込 11,000 円）

10,000円+
40 カット

（税込 11,000 円）

～ 蝶と菊牡丹 ～

全部で
11 種類！

～ 兜と松柄 ～


