
パパもママも 一緒に着付けができます。

着付会場の周辺に神社が沢山あります。

着物は２００種類以上あります。

ヘアセット ・ 日本髪もできます。

お参りの間 お荷物を預かれます。

汚れに対して 補償があります。

近隣に駐車場が沢山あります。

なにより 着物の

プロフェッショナルがいます。

必要なものは、全てあります。

※ 事前にご来店、 お着物を取り置きする事も可能です。　取り置き料は頂いておりません。

メールか LINE を
お願いします。

お参りに出発！当店から
お参り予約ご案内メールを

送ります。

※ 予約の日にご来店、
お着物をお選びください。

鶴岡八幡宮まで徒歩 たったの３分。

プレシュスタジオで着付けをしよう。

お出かけ着物レンタル

ご利用料金 早見表

キャンペーン料金(税込) － キャッシュバック金額 ＝ ご利用料金(税込)

キャンペーン料金

★ ２０２１年度 お参りの予約は、来年８月１日から承ります。

★ 1 月～８月にお参りの方は、撮影日と同日でお願いいたします。

A:planA:planについてについて

キャンペーン料金 － キャッシュバック金額 ＝ ご利用料金

会員登録を
お願いします。

撮影日近くに
ご連絡いたします。

撮影のご予約を
お願いします。
（Aプラン希望と 
 備考欄に記入）

着物レンタル お会計の流れ

前撮り撮影 … お参り日を基準に撮影日が前の場合。

後撮り撮影 … お参り日を基準に撮影日が後の場合。

「お参りと撮影」 が同日でもサービスが適用されます。

※ 後撮り撮影の方 ： お振込み確認後、ご予約の確定となります。

後撮り撮影の場合 ※

例）例）

5,500円5,500円

前撮り撮影の場合

例）例）

キャンペーン料金キャンペーン料金

撮影日撮影日

キャッシュバックキャッシュバック

ご利用料金ご利用料金

お参り日お参り日

6,050円6,050円

キャッシュバックキャッシュバック

お参り日お参り日

お振込金額※お振込金額※

(税込)(税込)

撮影日撮影日

現金 or PayPay
で支払い

現金 or PayPay
で支払い

キャンペーン料金キャンペーン料金

(税別)(税別)

２. お参りのご予約をお願いします。

【重要】 撮影後にそのままお参りに行かれる方は、

　　　　　別途 「②お参り日のご予約」 はご不要です。

ご案内メールを送りますので 「②お参り日の予約」 をお願いします。

３. お支払いをお願いします。

★キャッシュバックは撮影日にお渡しします。

★キャッシュバックはお参り日にお渡しします。

【重要】 キャンペーン価格の為、お支払いはお現金又は PayPaｙでお願いします。

【重要】 撮影オプション選択画面には 「お出かけ着物レンタル」 の

　　　　　選択項目はございません。

　　　　　撮影時に必要なオプションのみ ご選択ください。

１. 店舗ページ　　　　から撮影のご予約をお願いします。WEB予約

お願いお願い

「お出かけ着物レンタル キャンペーン」 希望の方は、  　　　　から

予約画面に入り備考欄に 「A プラン 希望」 とご記入ください。

WEB予約

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。

前撮り撮影の方 と 同日の方 ( 撮影 ・ お参り )

　　　　　　　　　　　　　　  　撮影の日にお支払いです。

後撮り撮影の方　　　　  　お振込みです。 ( 口座をご案内いたします )

OK!

(税別)(税別)

(税込)(税込)6,050円6,050円

お出かけ着物レンタル 料金

19,800円 税込18,000円 税別7歳

16,500円 税込15,000円 税別3歳

16,500円 税込15,000円 税別5歳

円円

5,500円5,500円 6,050円6,050円 6,050円6,050円

ご利用料金ご利用料金

円円

→→

→→
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＝＝－－
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よくある質問
A
Q
A&&
Q

Q
A

お出かけ着物レンタルの申し込みはどこから？
   撮影のご予約時に備考欄がございます、「Aプラン」とご記入ください。

お参りの予約はどうするの？
   撮影予約完了後、当店から「お参り日の予約サイト」をご案内いたします。

お会計はいつ？
   前撮りの場合は撮影時。後撮りの場合はお振込み口座をご案内いたします。
   撮影+レンタルの料金は全てお現金 又は PayPay でのお支払いとなります。

兄妹でもキャンペーンを使える？
   キャンペーン料金で、ご兄妹  何人でもご利用いただけます。
   キャッシュバックは 1撮影につき 1回の適用となります。

着物はいつ選ぶの？
   撮影日 or お参り日にお選び頂けます。事前来店で、お取り置きも可能です。
   常に一定の着数をご用意しておりますので、ご安心ください。

着物はどれくらいある？
   無料のものから有料のものまで、200 種類以上ございます。
   また、無料のお着物も沢山ございますので、ご安心ください。

お出かけ着物レンタル。結局いくらなの？
   キャンペーン料金からキャッシュバックを引いた金額が、ご利用料金です。
   詳しくは、上記の「お出かけ着物レンタル  早見表」をご覧ください。

「お参りの日取り」が決まってないのに、予約して大丈夫？
   大丈夫です。撮影日にキャンペーン料金をお支払い頂き、「お参り日」により
   キャッシュバックが変動するので、実質のご利用料金が調整されます。
   早めに撮影すると「撮影料金と着物レンタル料金」が断然 お安くなります。

「早めの撮影」 が断然お得。

「お参りの予約」 は、七五三が近づいてから、 ご家族とご相談の上

ゆっくりと決められます。

★関東エリア最安値！★ 着物レンタル・着付け・ヘアセット込み

便利な
ポイント

ご予約の流れ
（撮影をするのお客様の場合）

ご予約の流れ
（撮影をしないお客様の場合）

着物レンタル＋着付け＋ヘアセット
（撮影をしないお客様の場合）

プレシュスタジオだから

できること。

七五三の撮影をすると

お参り用の

着物レンタルが

もっとお得に。

★ 「お参りの予約」 は、 お参り日の１週間前で大丈夫です！★

plan
A

plan
A七五三 お参り用

お出かけ着物レンタル。

①予約完了メールと
②撮影とお参りの

ご案内メールを送ります。

予約画面に入り備考欄に 「Aプラン希望」 とご記入ください。

着物のほか、 草履やバッグも合わせてレンタル。

ヘアセット ・ 髪飾り、 すべて込みです。

お参り当日は、 貴重品以外はお店でお預かり出来ます。

※撮影をしない方もご利用いただけます。

聞いてみよう！
「プレシュ  鎌倉」で検索♪

公式アカウント

7月までに前撮りをすると、お参り用レンタルが　０円！最
大

※予約受付け期間外の申込みについては LINE にてお問合せください。

ー お出かけ着物レンタル ー

「撮影日」 と 「お参り日」 によって金額が変わります。

定員に達した段階で 告知なしに終了・ 変更することがあります。

　 ※ご予約が確定したお客様は、 この限りではありません。

最大

お出かけ着物レンタル 料金

16,500円   ～19,800円税込税込

お参り用 お出かけ着物レンタル　　　　　　　　は、
神社でのご祈祷や観光など（撮影時間外）にご利用頂けます。

★撮影中のレンタルは、撮影料金に含まれています。

※1  Aプランは別途 撮影に関する料金が必要です。

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

A:planA:plan

※1

plan
A

plan
A

プレシュ鎌倉店で撮影をすると

着物レンタル＋着付け＋ヘアセット

キャッシュバック金額

ー 2021年度 七五三のお参り ー

★ ご兄妹 何人でもキャンペーン料金でお出かけ着物レンタルがご利用できます !

【重要】 … 定員に達した段階で 告知なしに価格変更をする事があります。

　★ ご予約が確定したお客様は、 この限りではありません。

１０/１～１０/８１０/１～１０/８

１０/９～１２/１２１０/９～１２/１２

１２/１３～１２/２９１２/１３～１２/２９

１/４       ～９/３０１/４       ～９/３０

２０２１年度２０２１年度

【重要】 … キャッシュバック金額が、 変動する事はありません。

キャッシュバックは 1 回の撮影に対しての金額です。

なしなし

3,000円3,000円

6,050円6,050円

3,000円3,000円

お参り日によって金額が変わります。

キャンペーン概要
七五三繁忙期１０月と１１月の 「撮影料金やレンタル料金」 は、

ハイシーズン料金になる為、 前撮りが料金的にお得になります。

七五三の料金イメージ

ハイシーズン料金

ハイシーズン通常期間

本キャンペーン おすすめポイント

撮影は早めに、 神社参り(七五三)は 10 月や 11 月に行う流れがお得になります。

【例】 同じ 11 月お参りでも 11 月撮影より 4 月撮影は 21,692 円お得になります。

※ハイシーズンに撮影とお参りを同日に行うよりお安くなります。 上記は税込表記

平日平日 平日平日 土日祝土日祝土日祝土日祝 平日平日 土日祝土日祝 平日平日 土日祝土日祝

７月に撮影のお客様７月に撮影のお客様

通常料金
高

安

12月９月２月 ３月 ４月 ７月６月５月１月 11月10月８月

撮影撮影

１０/１～１０/８１０/１～１０/８

１０/９～１２/１２１０/９～１２/１２

１２/１３～１２/２９１２/１３～１２/２９

平日平日 土日祝土日祝 平日平日 土日祝土日祝

１/４       ～９/３０１/４       ～９/３０

平日平日 土日祝土日祝お参りお参り

■ 実質の税込金額 A:planA:plan

平日平日 土日祝土日祝

0円0円

3,050円3,050円

6,050円6,050円

3,050円3,050円

0円0円

3,050円3,050円

6,050円6,050円

3,050円3,050円

４月に撮影４月に撮影 ５月に撮影５月に撮影

0円0円

3,050円3,050円

6,050円6,050円

3,050円3,050円

880円880円

3,930円3,930円

6,930円6,930円

3,050円3,930円3,930円

６月に撮影６月に撮影

0円0円

3,050円3,050円

6,050円6,050円

3,050円3,050円

880円880円

3,930円3,930円

6,930円6,930円

3,050円3,930円3,930円

７月に撮影７月に撮影

0円0円

3,050円3,050円

6,050円6,050円

3,050円3,050円

880円880円

3,930円3,930円

6,930円6,930円

3,050円3,930円3,930円

5,500円5,500円 6,300円6,300円
（税込6,930円）（税込6,930円）（税込6,050円）（税込6,050円）

5,500円5,500円 5,500円5,500円 5,500円5,500円 6,300円6,300円 5,500円5,500円 6,300円6,300円
（税込6,930円）（税込6,930円） （税込6,930円）（税込6,930円）（税込6,050円）（税込6,050円）（税込6,050円）（税込6,050円） （税込6,050円）（税込6,050円）（税込6,050円）（税込6,050円）

４月に撮影のお客様４月に撮影のお客様 ５月に撮影のお客様５月に撮影のお客様 ６月に撮影のお客様６月に撮影のお客様


