
Studio Photo

衣裳、美容着付けがセットになった撮影プラン。

天候にも左右されないので、お忙しい方や、

時間をかけてゆっくり撮影をしたい方、

 挙式はしないけど写真だけ残したい方におすすめ。

洋装・和装プラン、どちらもご用意しておりますので、

挙式当日着なかった衣裳で

撮影してみてはいかがですか？

一生に一度の素敵な記念撮影を

La-vie Factoryがご提案いたします。

For   bride &  groom

[ スタ ジ オ フォトウ エ ディン グ ]

フォトウエディング撮 影の流れ

撮 影当日のお持ち物

2 .お衣裳選び
衣裳選びは完全予約制となって
おります。事前にご予約を取って
ご来店ください。
＊撮影日とは異なります。

3 .美容・着付け
プロのヘアメイクアーティストが
ご希望のスタイルに仕上げます。
所要時間は約90分です。

4 .スタジオ撮影
ハートウォーミングな撮影スタイ
ルで緊張をほぐします。その日一
番の表情を残しましょう。
＊カメラの持ち込みはご遠慮いた
だいております。

5 .写真セレクト
撮影後モニターでチェックでき
ます。お気に入りの1枚をお選び
ください。

6 .出来上がり
撮影後約1ヵ月でお届けいたしま
す。
＊アルバム仕上げの場合は約40
～50日後のお届けになります。

1 .お申し込み
お電話もしくはお近くの店舗へ
ご来店いただき、お申し込みくだ
さい。

新婦様

新郎様

肌襦袢・裾除け・
白足袋・タオル3本
肌襦袢またはU首半袖シャツ・
白足袋・タオル3本・ズボン下

新婦様

新郎様

ストッキング（肌色）・
ストラップが取り外せる下着
靴下（白 or 黒）・
ウイングシャツ

＊衣裳&写真数はプランにより異なります。

撮  　 影 衣  　 裳 デ ー タ美 容・着 付 け＋ ＋ ＋

【洋装】
【和装】

新婦様：ウエディングドレスorカラードレス、新郎様：タキシード　
新婦様：白無垢 or 色打掛 or 引き振 袖、新郎様：黒紋付

衣裳1点につき約50カット《 撮 影 》

《美容・着付け》

《 衣 裳 》

《データ》 衣裳1点につき1カット

洋 装

和 装美容は新婦様のみとなります。新郎様もご希望の場合はオプションとなります。
＊着付けは新郎新婦様ともに、プランに含まれております。 ＊新婦様：和装衣裳の場合は、基本洋髪スタイル。
和装用かつら等ご希望の場合はオプションとなります。

基 本 プラン

セット内容（全フォトプラン共通）

Plan  A ¥41,800
洋装1点
写真データ1カット

Plan  B ¥63,800
和装1点
写真データ1カット

Plan  C ¥74,800
洋装2点
写真データ2カット

Plan  D ¥104,500
和装2点
写真データ2カット

Plan  E ¥105,600
洋・和装各1点
写真データ2カット

¥33,000撮影データ
衣裳1点につき約50カット収 録
※データはダウンロード納品となります

OPTION 

＊土・日・祝日は\16,500（本体\15,000）追加。 ＊洋装3点目以降1点につき\33,000（本体\30,000）追加、和装3点目以降1点につき\40,700（本体\37,000）追加。
＊和装を白無垢 or 色打掛 ⇄ 引き振袖に掛け替える場合は\8,800（本体\8,000）追加となります。

（本体 ¥38,000） （本体 ¥58,000） （本体 ¥68,000）

（本体 ¥95,000） （本体 ¥96,000） （本体 ¥30,000）



撮 影全カットデータ

¥33,000
※上記は衣裳1点分の価格となります。
※衣裳2点目以降も衣裳1点につき\33,000（本体\30,000）追加となります。
※データはダウンロード納品となります。

衣裳1点につき約50カット

¥3,300DVD納品

アルバム制作の場合は、こちらの撮影全カットデータのご購入が必要となります。
基本プランに含まれている1カット以外のお写真で、プリント・台紙、フォトグラフィーボード
を制作の場合も撮影全カットデータが必要となります。

※表示価格は全て10％の税込です。
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Option List

美容・着付け

ヘアチェンジ1回

メイクチェンジ1回

和装用かつら

綿帽子or角隠し 

綿帽子(赤裏地・さし衿)

洋髪用綿帽子

洋髪用綿帽子(赤裏地・さし衿)

メイクリハーサル（1点）

新郎様ヘアセット+メイク

※家紋指定の場合は、各店舗にてご確認お願いいたします。
※美容着付けオプションは店舗によって異なりますので、各店舗にてお問い合わせください。

¥5,500

¥5,500

¥39,600

¥5,500

¥7,700

¥8,800

¥11,000

¥16,500~
¥5,500

■

■

2013.4.8
Kenta & Ai

フォトグラフィーボード

アクリルボード

A4サイズ

A3サイズ

A2サイズ

21×29.7cm

29.7×42cm

42×59.4cm

※アクリルフレームにセットした状態でお届けいたします。

お部屋のインテリアに、大切な方へのプレゼントに。お気に入りのお写真に日付や名前、メッセー
ジをレイアウトしてオリジナルにカスタマイズできます。

¥16,500

¥19,800

¥27,500

キャンバスボード

スクエアサイズ

A3サイズ

A2サイズ

29.7×29.7cm

29.7×42cm

42×59.4cm

41.3×56.3cm

¥12,100~

¥13,200~

¥17,600~

デザインボード
デザインを3種類から選べます
Chic / Cherish / ICHIMATSU

各¥27,500

※詳細はお問い合わせください。

2013.2.8
Satoshi & Mai

2013.2.8  Takahiro & Eri

［ プリントのみ（1枚） ］

［ 台紙（プリント付き） ］

L版紙台紙

1面

2面

¥2,200
¥3,300

2L紙台紙

1面

2面

¥3,850
¥6,050

六切り紙台紙

1面

2面

¥7,150
¥11,550

六切りレザー台紙

1面

2面

3面

¥7,700
¥12,100
¥17,600

※写真はレザー台紙２面です

プリント・台紙

スタンプボード

A3サイズ

A2サイズ

29.7×42cm

42×59.4cm

¥15,400

¥19,800

※キャンバスが縦サイズの場合、写真は横長。横サイズの場合、
写真は縦長になります。
※スタンプインクは別途お客様ご自身でご用意ください。

注意事項

衣裳のご利用は撮影のみとなります。
衣裳選び、スタジオ撮影は完全予約制となっております。
事前にご来店、お電話にてご予約ください。
弊社での撮影データの保管はいたしかねますので、データDVDご購入後は
バックアップデータの作成をお勧めします。

（本体 ¥30,000）

（本体 ¥2,000）

（本体 ¥3,000）

（本体 ¥3,500）

（本体 ¥5,500）

（本体 ¥6,500）

（本体 ¥10,500）

（本体 ¥7,000）

（本体 ¥11,000）

（本体 ¥16,000）

（本体 ¥5,000）

（本体 ¥5,000）

（本体 ¥36,000）

（本体 ¥5,000）

（本体 ¥7,000）

（本体 ¥8,000）

（本体 ¥10,000）

（本体 ¥15,000~）

（本体 ¥5,000）

L版

¥1,100（本体 ¥1,000）

（本体 ¥15,000）

（本体 ¥18,000）

（本体 ¥25,000）

（本体 ¥11,000~）

（本体 ¥12,000~）

（本体 ¥16,000~）

（本体 ¥14,000）

（本体 ¥18,000）

（本体 ¥3,000）

（本体 ¥25,000）

（本体 ¥2,000）

2L
¥2,200 （本体 ¥4,000）

六切り
¥4,400

■ 
■ 

■ 


