
plan 1. 購入派のあなたに

ご購入フルセット StartPrice

振袖

草履

帯 長襦袢 帯締め

ショール

帯揚げ

重ね衿 バッグ

セット内容

ご購入 プラン

ご購入フルセット

350,000円
450,000円
550,000円

plan 9. 写しまショット plan 10.

plan 2. レンタル派のあなたに

48,000円～

レンタルフルセット StartPrice

振袖

草履

帯 長襦袢 帯締め

ショール

帯揚げ

重ね衿 バッグ

セット内容

レンタル プラン レンタルフルセット

98,000円

150,000円

200,000円
230,000円
250,000円

120,000円

180,000円

plan 3. スタイリッシュにしたいあなたに

きものギャラリー八重垣の無料持込点検とは
お母さまの振袖を着ることにしたけど、「サイズは大丈夫かな？」「古くさく感じないかな？」「シミ
や汚れとかも気になるし？」と、いろいろとご心配な親娘さま、まずはお気軽にご相談ください。

お願い
ご来店時に必ず、お手持ちの振袖一式（着物、帯、長襦袢、小物など）と着付道具をご持参
ください。また、お振袖の寸法がお嬢様に合うかご確認させていただきますので、お母さま、
お嬢さまお揃いでご来店ください。

plan 4. リ・メイクのあなたに

持込点検 無料！

母から
娘へ…

家族の
振袖を

着る

ご来店の前に、まずはお家でお嬢さまとお着物の柄を確認してお越しください。

寸法確認 持ち物チェック着用される振袖のチェック
無料点検1 無料点検2 無料点検3

plan 5. クリーニング&寸法直し plan 6. 小物をレンタルしたい方へ plan 7. 下取りプラン

タンスにしまったままのお母様の振袖はございませんか？
高値でお下取りをさせていただきます。

248,000円～

すべてのクリーニングを承っております。
振袖・袋帯・長襦袢・重ね衿・帯締め・帯揚げ・ショール

24,800円～（税別）

夏成人式の方や成人式に
出られない方のラクラクプランです。
夏成人式の方や成人式に
出られない方のラクラクプランです。

追加お写真1枚につき7,350円

大人気♡

撮影用振袖

六ツ切写真1枚（台紙付）

ヘア メイク 着付

撮影料

29,800円～
ラクラク♡

リーズナブル♡

持込みショットplan 8.
プロのスタッフが
着付をする安心プランです。
プロのスタッフが
着付をする安心プランです。

追加お写真1枚につき7,350円

ぜーんぶついて

六ツ切写真1枚（台紙付）

ヘア メイク 着付

撮影料

19,800円～

すぐ撮りショット

撮影だけをご希望の方に
うれしいお得プラン。
撮影だけをご希望の方に
うれしいお得プラン。

追加お写真1枚につき7,350円

六ツ切写真1枚（台紙付）撮影料

7,350円～

極み洗い（手洗い） ガード加工丸洗い（機械洗い）

汗抜き 寸法直しシミ抜き

こんな時も
安心♥

※撮影のみのコースですのでヘア・メイク・
　着付はご準備してご来店ください。

振袖のことは、きものギャラリー八重垣にすべておまかせ！！

母、姉の振
袖が

あるけど…

10八重垣から の提案プラン

あなたはどのプラン？

● 180,000円（税別）の振袖レンタルの場合

18,000円でお下取り
お母様の
振袖を

● 298,000円（税別）の振袖購入の場合

29,800円でお下取り
お母様の
振袖を

現在、正絹の袋帯は、うす芯で締めやすく、
いろんな変り結びが可能です。　袋帯 100,000円（税別）より 雨、雪のときのために2足は持っておこう。足袋 1,900円（税別）より
スタイリッシュな振袖をさらに袖からチラリで
演出します。長襦袢 30,000円（税別）より おしゃれは足元から。今風イメージチェンジの

一番人気！草履＆バッグ。草履・バッグ 38,000円（税別）より

帯締めは帯のアクセント。色使いで帯の表情が
ガラリと変わります。帯締め 8,000円（税別）より
振袖と帯をつないでくれる帯揚げ。
結び方も楽しもう♪帯揚げ 12,000円（税別）より
パールやラインストーンの重ね衿で
ゴージャスに。重ね衿 9,000円（税別）より

アンティーク・レトロコーデにも
ぴったりの刺繍衿。刺繍衿 12,000円（税別）より 顔周りを華やかにしてくれる髪飾り。

大きな髪飾りはインパクト大！髪飾り 9,800円（税別）より

※価格はすべて税別です。 ※価格はすべて税別です。時期によってはさらなる特価品あり！

当店の提携スタジオで撮影の方に限ります。

自分だけのコーディネートを楽しんじゃおう！

保存版

リ・メイクしたい方に！

は　　 です！安心
きものギャラリー
八重垣

クリーニングを
される方に
限ります。

袋帯 帯締め 帯揚げ

草履・バッグ ショール

成人式のすべてをお手伝い

＝ 29,000円（税別）
20,000円（税別）約30％OFF！

●草履・バッグ　…　38,000円（税別）
●和装小物セット　
●ショール　

50,000円（税別）
＝ 59,800円（税別）

…　12,000円（税別）
…　9,800円（税別）

●帯締め　…
●帯揚げ　…
●重ね衿　…

　8,000円（税別）
　12,000円（税別）
　9,000円（税別）

八重垣小物3点セット 八重姫小物3点セット

約20％OFF！
その他大特価品もございます。

どんなご
要望にも

対応いた
します！



1 しみ抜き・クリーニング割引サービス 着た後のお手入れを
10％OFFで承ります。

9 シスター割引 妹さんの時は10％OFF、そのうえ記念写真が2枚になります。

14 就活用証明写真サービス 面接官に好印象を与える写真の研究をしております。

15 前撮り時 月別の特典が利用できる 例えば6月なら
ウェディングドレスお着替え無料

16 パールネックレス特別ご優待 冠婚葬祭等どんな時にも使える、
１つは持っておきたいアイテムです。

19 前撮り時 月別の特典が利用できる 例えば6月なら
ウェディングドレスお着替え無料

20 パールネックレスご優待 冠婚葬祭等どんな時にも使える、
１つは持っておきたいアイテムです。

13 写真セレクトサービスカメラマンが撮った写真を、その場ですぐにお選び頂けます。

10 お友達紹介特典 お友達を紹介して頂き、成約して頂いた場合、商品券をプレゼント。

12 前撮り時のヘアメイク・着付サービス 熟練のスタッフによる
ヘアメイク・着付

17 就活用証明写真サービス 面接官に好印象を与える写真の研究をしております。

16 写真セレクトサービスカメラマンが撮った写真を、その場ですぐにお選び頂けます。

15 前撮り時のヘアメイク・着付サービス 熟練のスタッフによる
ヘアメイク・着付

8 便利な写真館で撮影できるヘアメイク・着付・写真撮影を1ヵ所で
トータルシステムで行っています。移動がなくて楽です。

2 卒業式の袴・小振袖・ブーツなどのレンタルご優待価格になります
すべて15％OFFとさせて頂きます。

4 振袖パーティーの開催
着物での歩き方、トイレの行き方、車の乗り降りの勉強会もあります。成人式の練習として大人気！

注目！ ロケ写真プレゼント！！

5 成人式当日は安心の指定美容院 ご優待価格にてご紹介
八重垣のお客様
価格です。しっかり打合せしよう！！自分の個性に合わせて選べます。

6 成人式当日特設室着くずれレスキュー隊
成人式当日は慣れない振袖を着て、久しぶりに友達と会って大はしゃぎするもの。
ヘアメイクの乱れ、着付のくずれ…安心フォローシステムでお直し致します。

注目！

松江地区／
くにびきメッセ3階

出雲地区／
現地会場チーム

安来地区／
現地会場チーム

7 きもの着付教室
こんな着付教室をさがしていた！！きものギャラリー八重垣の「きもの着付教室」はそんな教室です。

好評受付中！ 受講無料 3ヵ月無料注目！

ゆかた教室 6、7、8月は若い方の入門コースとして行っています。

11 ご家族写真サポートプラン
お母様の
訪問着

スタジオレンタルで
10,000円～

お父様の
モーニング

スタジオレンタルで
10,000円～

3つのコース特典 ご購入

充実のアフターサービス付！
でも でも でもレンタル ママの振袖を着用される方

ご購入特典
1 しみ抜き・クリーニング割引サービス

20,000円以上お買い上げの方は、着た後のお手入れを5％OFFでお世話致します。

8 写真セレクトサービスカメラマンが撮った写真を、その場ですぐにお選び頂けます。

5 お友達紹介特典 お友達を紹介して頂き、成約して頂いた場合、商品券をプレゼント。

7 前撮り時のヘアメイク・着付ご優待サービス
ご成約金額による割引となります。

4 便利な写真館で撮影できる
ヘアメイク・着付・写真撮影を1ヵ所でトータルシステムで行っています。移動がなくて楽です。

2 卒業式の袴・小振袖・ブーツなどのレンタルご優待価格
20,000円以上お買い上げの方は、すべて5％OFFさせて頂きます。

6 ご家族写真サポートプラン
お母様の訪問着 スタジオレンタルで10,000円～ お父様のモーニング スタジオレンタルで10,000円～

ママ振特典

10 シスター割引 妹さんの時は10％OFF

1 そのまま返却 クリーニングは必要ありません。安心して返却して下さい。

18 前撮りらくらくご来店 提携スタジオなら振袖の持ち運びは当店にてさせて頂きます。

14 ロングレンタル 成人式から、3月の卒業式までのロングレンタルも
別途料金（25,000円）にて承っております。

11 お友達紹介特典 お友達を紹介して頂き、成約して頂いた場合、商品券をプレゼント。

13 前撮り時お出かけプランリースレンタルなので前撮り後、お出かけできます。振袖姿で
おじいちゃん、おばあちゃんに見せてあげたりお食事会もできます。

9 便利な写真館で撮影できるヘアメイク・着付・写真撮影を1ヵ所でトータルシステムで
行っています。移動がなくて楽です。

3 卒業式の袴・小振袖・ブーツなどのレンタルご優待価格 すべて10%OFFとさせて
頂きます。

5 振袖パーティーの開催
着物での歩き方、トイレの行き方、車の乗り降りの勉強会もあります。成人式の練習として大人気！

注目！ ロケ写真プレゼント！！

八重垣のお客様
価格です。しっかり打合せしよう！！自分の個性に合わせて選べます。

6 成人式当日は安心の指定美容院 ご優待価格にてご紹介

7 成人式当日特設室着くずれレスキュー隊
成人式当日は慣れない振袖を着て、久しぶりに友達と会って大はしゃぎするもの。ヘアメイクの乱れ、着付のくずれ…安心フォローシステムでお直し致します。

注目！

松江地区／くにびきメッセ3階 出雲地区／現地会場チーム 安来地区／現地会場チーム

8 成人式後のレンタル 2回目から80%OFF（12・１月を除く）注目！

12 ご家族写真サポートプラン お母様の訪問着 スタジオレンタルで10,000円～ お父様のモーニング スタジオレンタルで10,000円～

レンタル特典

2 リースレンタル 当店では契約日から成人式終了後
１週間までとしております。他店に真似のできない

3 記念写真無料サービス 記念写真 ここが違う！ 常設だからいつでもOK

ヘアメイク 着付 撮影 六ツ切写真1枚高級台紙付 0円サービス 記念写真 ここが違う！ 常設だからいつでもOK4 記念写真無料サービス
ヘアメイク 着付 撮影 六ツ切写真1枚 0円サービス 当店はご成約金額での

区別はいたしません。

姉

姉

12 パールネックレスご優待 冠婚葬祭等どんな時にも使える、
１つは持っておきたいアイテムです。

9 ママ振コーデパック 八重垣小物3点セットを購入して前撮りをするプランです。

帯締め 帯揚げ 重ね衿 ヘアメイク
着付 撮影 六ツ切写真1枚 40,000円

（22,000円＋18,000円）

3 記念写真ご優待サービス

税別10万円以上
ご購入で

基本料金30%OFF!!なんと

当店提携スタジオ価格 ヘアメイク 着付 撮影 六ツ切写真1枚 19,800円
すごくおトク

！

●ヘアー …　　　　 4,000円
●メイク …　　　　〃 3,500円

●撮影料　…　一般市場価格 3,000円
●写　真 …　　　　〃 14,000円
（六ツ切1枚台紙付） 合計34,500円

一般市場価格

　　　〃 　 10,000円●着付　　…　

一般市場価格 

11 ママ振満足セット を合わせたプランです。　ママ振コーデパック ママ振スタイリッシュパックと

93,000円
（77,000円＋16,000円）ショール 着付ヘアメイク 撮影 六ツ切写真1枚

帯締め 帯揚げ 重ね衿 草履・バッグ 和装小物セット

10 ママ振スタイリッシュパック八重姫小物3点セットを購入して前撮りをするプランです。

72,000円
（55,000円＋17,000円）

草履・バッグ 和装小物セット ショール
ヘアメイク 着付 撮影 六ツ切写真1枚

税別20万円以上
ご購入で 50%OFF基本料金

!!

八重垣の振袖
買う！借りる！が自由に選べる！きものギャラリー 営業時間外や定休日でもOK!

※日曜日までにお電話にてご連絡ください。

詳しくはHPを見てね！
きものギャラリー八重垣 検 索

http://www.kimonogallery-yaegaki.jp

You Tubeで動画配信中！
SNSもCHECK！


