
KYOTO / OSAKA / NARA / KOBE / HIMEJI / OKAYAMA / KAGAWA / YOKOHAMA / TOKYO

Wedding Photography

ふたりの思いを、ゼロからカタチに。











PLAN

和装ロケーションフォト

（税込173,800yen）

（税込85,800yen～）

（税込107,800yen～）

和装１点

新婦様 : 白無垢 or 色打掛 or 引振袖 
新郎様 : 紋付羽織袴
全撮影データ（約200カット）、20Pアルバム

新婦様 : 白無垢＆色打掛 
新郎様 : 紋付羽織袴
全撮影データ（約350カット）、20Pアルバム

158,000yen

78,000yen～

98,000yen～和装２点

和装１点

和装２点

和装スタジオフォト

新婦様 : 白無垢 or 色打掛 or 引振袖 
新郎様 : 紋付羽織袴
全撮影データ（約100カット）

新婦様 : 白無垢＆色打掛
新郎様 : 紋付羽織袴
全撮影データ（約200カット）

128,000yen
（税込140,800yen）
土日祝日+22,000yen

土日祝日+22,000yen

土日祝日+11,000yen

土日祝日+11,000yen

スタジオゼロのフォトプラン



128,000yen
（税込140,800yen）

その他のプランや、店舗オリジナルプランはwebサイトをご覧下さい。

和装+洋装スタジオフォト

洋装ロケーションフォト

新婦様 : ウェディングドレス
新郎様 : タキシード
全撮影データ（約200カット）
20Pアルバム

新婦様 : ウェディングドレス
新郎様 : タキシード
全撮影データ（約100カット）

洋装スタジオフォト

土日祝日+22,000yen

128,000yen～
（税込140,800yen～）
土日祝日+11,000yen

（税込173,800yen～）
158,000yen～

土日祝日+11,000yen

（税込250,800yen）
228,000yen

土日祝日+22,000yen

（税込217,800yen）
198,000yen

土日祝日+22,000yen

（税込85,800yen～）
78,000yen～

土日祝日+11,000yen

新婦様 : 白無垢 or 色打掛 or 引振袖
　　　　＋ ウェディングドレス
新郎様 : 紋付羽織袴 ＋ タキシード
全撮影データ（約200カット）

新婦様 : 白無垢＆色打掛 ＋ ウェディングドレス
新郎様 : 紋付羽織袴 ＋ タキシード
全撮影データ（約250カット）

和装+洋装ロケーションフォト

和装１点+洋装 和装１点+洋装

和装2点+洋装 和装2点+洋装

新婦様 : 白無垢 or 色打掛 or 引振袖
　　　　＋ ウェディングドレス
新郎様 : 紋付羽織袴 ＋ タキシード
全撮影データ（約350カット）、20Pアルバム

新婦様 : 白無垢＆色打掛 ＋ ウェディングドレス
新郎様 : 紋付羽織袴 ＋ タキシード
全撮影データ（約500カット）、20Pアルバム

店舗によっては対応していないプランもございます。また、スタジオの内装は店舗により異なります。

価格が店舗により異なる場合がございます。また、料金は予告なく変更となる場合がございます。



ロケ地の申請料・入場料もプラン料金に含まれています。有料ロケ地に関しては表記の料金（税込）が別途かかります。
掲載のロケ地は一部です。詳しくは各店舗のwebサイトをご覧下さい。

LOCATION 撮影ロケーション

OSAKA

大仙日本庭園 大阪城公園 慶沢園 鶴見緑地公園

KOBE

ハーバーランド 相楽園 旧居留地 北野異人館

NARA

浮見堂 猿沢池 若草山 +16,500yen 吉城園 +22,000yen

KYOTO

祗園 嵐山 京都自然公園 正寿院 +33,000yen+16,500yen



OKAYAMA

岡山後楽園 倉敷美観地区 運動公園 吉備津神社

KAGAWA

栗林公園 中津万象園 北浜アリー 偕行社

HIMEJI

姫路城周辺 好古園　 姫路市立美術館 姫路文学館 望景亭 +11,000yen

YOKOHAMA

山下公園 開港記念館 +11,000yen +16,500yen大さん橋 三渓園

TOKYO

東京駅 芝公園 銀座・イタリア街 葛西臨海公園 +11,000yen



各店舗に豊富な種類の衣装をご用意しております。
衣装はどれをお選び頂いても追加料金はかかりません。

和装の婚礼衣装のなかで、もっとも格が高いとされ

ている衣装です。

すべて「白」で統一され、「婚家の色に染まる」とい

う意味付けをされることもあります。スタジオゼロで

は刺繍や赤ふきの白無垢など多数揃えています。

元々は、武家の婚礼衣装として用いられていた正

式な和装スタイルです。挙式に着られる振袖は一

般的には黒地の引振袖のみですが、現在は黒以

外のあざやかな色の引振袖を着用される花嫁様

も増えており、優雅な佇まいが魅力です。

フォトウェディングにもオススメなウェディングドレス

をご用意しております。エンパイアラインやマーメイ

ドラインなどのシルエットを取り揃えております。

コーディネートの幅が広いタキシードをご用意し

ております。グレー、ホワイト、ネイビーなどの

お色がございます。

※和装２点プランで引振袖を着用される場合は、着付
けの仕直しが必要なため＋33,000yenとなります。

新郎様の衣装は、正式な婚礼の仕様である黒紋

付袴（紋は白染め抜き）となります。

なお、紋は「丸に違い鷹の羽」となりますので、ご本

人様の家紋をご希望の場合は、インターネットな

どで貼り家紋をご用意頂き、当日ご持参下さい。

家紋のサイズは4cmをお選び下さい。

結婚式では挙式に白無垢、披露宴に色打掛を羽

織るのが一般的ですが、色打掛も白無垢と同格の

婚礼式服であるため、神前式で着用されることも

増えています。スタジオゼロではあざやかで色彩豊

かな色打掛を多数揃えています。

COSTUME 衣装





10,000yen +10,000yen
20,000yen

3,000yen

かつら（かんざし付き） 綿帽子・角隠し両方
かつら料金 スタジオ

30,000yen
ロケーション

色掛下コーディネート 洋装シューズレンタル

綿帽子 角隠し（かつらの場合のみ） 花飾り つけまつげ

番傘 赤い糸家族写真 ガーランド

各種オプションもご用意しております。

下記のものはプラン料金内でご用意しております。

OPTION オプション

（税込11,000yen） （税込11,000yen）
（税込22,000yen）（税込33,000yen）

（税込3,300yen）



写真集リーブル
12,800yen

20P 20カット / サイズ：H21.5cm×W21.5cm

透明ケースつきの、シンプルな写真集です。
写真セレクトはこちらにお任せとなります。
小さいもので良いという方や、ご両親へのプレゼント
にもオススメです。

40P 40カット / サイズ　本体：H21cm×W29.7cm
ボックス：H21.5cm×W30.2cm

フォトケース付きのA4横長タイプの写真集です。
風合い豊かでざらっとした紙の質感がお洒落です。
豊富なカット数に加え、クオリティの高い印刷で
ご好評を頂いています。

写真集ヴェール
39,800yen

A1ポスター
9,800yen

二面台紙
15,800yen

ウェルカムボード
15,800yen

三面台紙
19,800yen

サイズ：A1（84.1cm×59.4cm）

写真を１カットお選び頂き、デザインを制作致します。
前撮り写真を挙式当日の受付に飾られるのもオススメ
です。（フレーム・スタンドは付属しておりません）

A2
キャンバスボード
19,800yen

サイズ：A2（59.4cm×42cm）

キャンバス地がお洒落な、大きめサイズのウェルカム
ボードで、受付に置かれるのにぴったりです。
（スタンドは付属しておりません）

サイズ：B4（38.5cm×28cm）

写真を１カットお選び頂き、デザインを制作致します。
受付のテーブルに置くのに最適なサイズです。
フレーム・スタンドも付属しています。

表紙1カット　中面6カットまで
サイズ：H30cm×W30cm
　　　（開いた状態 30cm×62cm）
カラー：ホワイト / ブラック

程よい大きさとしっかりした製本で、
ご親族へのプレゼントにも最適です。

表紙1カット　中面9カットまで
サイズ：H30cm×W30cm
　　　（開いた状態 30cm×93cm）
カラー：ホワイト / ブラック

写真面を広げてディスプレイ用として置かれるのも
おすすめです。

A3
キャンバスボード
15,800yen

サイズ：A3（42cm×29.7cm）

キャンバス地がお洒落なウェルカムボードです。
スタンドも付属しているのですぐに飾って頂けます。

30P 30カット / サイズ　本体：H29.7cm×W21cm
ボックス：H30.2cm×W21.5cm

フォトケース付きのA4サイズ写真集です。
リースナブルな価格ながら、クオリティの高い印刷で
人気の商品です。
紙質は光沢とマット、２種類から選択できます。

写真集アリュール
29,800yen

ALBUM アルバム・アイテム

（税込14,080yen） （税込32,780yen） （税込43,780yen）

（税込17,380yen） （税込21,780yen） （税込10,780yen）

（税込17,380yen） （税込17,380yen） （税込21,780yen）



WEDDING PHOTO&MOVIE 

挙式・披露宴 写真撮影
98,000yen

78,000yen

01

02

→
スタジオゼロで前撮りをされたお客様は

結婚式当日撮影もセットでおトク！

全撮影データ（約700カット）
京都・大阪・奈良・神戸・姫路・岡山・横浜 出張費無料

挙式・披露宴 ビデオ撮影
128,000yen

98,000yen→
スタジオゼロで前撮りをされたお客様は

チャプター付きDVD（約120分）
京都・大阪・奈良・神戸・姫路・岡山・横浜 出張費無料

（税込85,800yen）

（税込107,800yen）



KIDS&FAMILY PHOTO

01 02

03 04

KIDS&BABYスタジオ撮影
28,000yen

KIDS&BABYロケーション撮影
48,000yen

詳しくはコトオヤWebサイトをご覧下さい！
http://kotooya.jp

京都・大阪長堀橋・大阪堺・奈良・神戸・姫路・岡山・横浜
全データ（約100カット）

753スタジオ撮影
38,000yen
京都・大阪長堀橋・大阪堺・奈良・神戸・姫路・岡山・横浜
全データ（約100カット）

京都・大阪大仙・奈良・神戸・姫路・岡山・香川・横浜

753ロケーション撮影
58,000yen

05 マタニティフォト
18,000yen
京都・大阪長堀橋・大阪堺・奈良・神戸・姫路・岡山・横浜
全データ（約50カット）

お子様の写真や家族写真も！

全データ（約200カット）

京都・大阪大仙・奈良・神戸・姫路・岡山・香川・横浜
全データ（約200カット）

（税込30,800yen）

（税込41,800yen）

（税込19,800yen）

（税込52,800yen）

（税込63,800yen）



全店共通 / 受付時間 10:00～19:00

空き状況の確認や見学のご予約などは
お気軽にお電話・webフォームからお問い合わせ下さい。

CONTACT

SALON

TEL 0120-799-957

KYOTO

kyoto-maedori.jp osakamaedori.com

okayama-maedori.jp

OSAKA
NAGAHORIBASHI

OKAYAMA

京都市中京区宗林町98
RENOVAEISHUu101.102.103

堺市駅より徒歩15分

kobe-maedori.jp

KOBE
神戸市中央区北野町4-1-12
異人館倶楽部パートⅠ 2F.3F

三ノ宮駅より徒歩10分

大阪市中央区南船場1-7-3
daiki bldg 2F.3F.4F

長堀橋駅より徒歩6分
二条城前駅より徒歩5分

岡山市北区問屋町14-102
坪田ビル 1F

北長瀬駅より徒歩15分

naramaedori.com

NARA

奈良駅より徒歩5分

奈良市上三条町12-1
三条ミドービル 4F

osakamaedori.com

堺市北区南長尾町5丁目1-12

osakamaedori.com

OSAKA 
DAISEN

OSAKA 
SAKAI

堺市北区百舌鳥赤畑町
2丁46-2

三国ヶ丘駅より徒歩5分

kagawa-maedori.jp

KAGAWA
高松市南新町4-9

瓦町駅より徒歩約5分

yokohama-maedori.com

YOKOHAMA
横浜市中区元町1-50
元町パセオ 107.108

元町・中華街駅より徒歩3分

tokyo-maedori.com

TOKYO
東京都中央区銀座1-22-9
SKビル 6F.7F

新富駅より徒歩３分

himeji-maedori.jp

HIMEJI
姫路市五軒邸4-84
東洋ビル 1F

京口駅より徒歩8分


