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ホームページから予約可能な日時の状況を確認できます！ お電話でのお問い合わせはこちらから▼
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検索フォトスタジオスマイリー弘前

スタジオ 1
美容ブース

( 美容衛生登録済 )

スタジオ 2

お写真選び
ブース

大人衣装
スペース キッズ衣装

スペースベンチ

受付カウンター

Happy  Anniversary!

全部
おすすめ！ ( 笑 )

カフェ気分で
ゆったり

過ごしてね♪

こだわりのスタジオセットと
おしゃれなスタイリング。
アミューズメントパークのような
楽しい空間で「家族の記念」を
残しませんか？

Smiley
PhotoStudio

フォトスタジオ スマイリー
さくら野弘前店

2017 Autumn

七五三記念は「スタイリング」が決め手！
スマイリーの” おしゃれ” な七五三でみんなと差をつけよう！

詳細は中面をチェック！！

お写真選びブース 美容ブース

キッズ衣装スペース スタジオ 2

スタジオ 1

大人衣装スペース
( ブランシェリー ) 待ち合いベンチ 受付カウンター

撮影後はすぐに
大きなモニターで
見ることができます！
家族でわいわい
楽しみながら
写真が選べます♪

大きな鏡の前で
ゆったりお支度できます。
スタッフと楽しく
おしゃべりもできて
気分もリラックス♪

ポップコーン売りが
モチーフの可愛い
受付カウンター！
元気なスタッフが
お出迎えします♪

ひと休みしたい時は
このベンチで休憩！
スタッフもたま～に
休んでるかも！？笑

ベビーから七五三、
小学校卒業袴まで
豊富な衣装をご用意してます！
沢山あって選べないお客様
続出中です♪笑

シャビーな雰囲気から、大人目シックな
スタジオセットまで♪こだわりのオシャレな
空間にワクワクしちゃうのがスタジオ 2 ！
普段とは違う今風な写真が撮影できる
スタッフもお気に入りのスタジオです♪

スタジオ１はオシャレなセットはもちろん
かっちりとした型物のお写真も撮影できる
万能型スタジオ♪洋風から和風まで幅広く
撮影できるので、どんな撮影もバッチリ！

成人着物や小袖袴を取り扱う
衣装スペース「ブランシェリー」
カラフルな着物達に
目がうばわれちゃう！

節目節目の写真を１冊のアルバムにまとめる記録アルバム。
お子様が成長したころにお誕生からの成長ぶりと
その時々の想い出をよみがえらせてくれます♪
【２面 (４カット入れ込み )￥26,000- 税抜】

特殊印刷で仕上げる
パネルタイプのフレーム！
インテリアにもマッチする
人気アイテムです♪
【3in1 パネル￥15,000- 税抜】

スマイリーオリジナルのデザイン写真集！
素敵なお写真をたっぷりこの１冊に♪
珠玉の写真集になること間違いなし！
(A4 サイズ冊子タイプ )
【6p-8cut￥38,000- 税抜】

「Deco Noir Du」
が着れるのは

スマイリーだけ！

おしゃれな
スタイリングで
とびきり素敵に♪ 七五三

王道スタイルも
おまかせ！

七五三撮影限定
特製ポスタープレゼント！

ポスターはご購入していただいた
お写真の中から１カットお選びいただき

作成いたします
(A3 サイズ、一家族１枚 )

デコ　ノア　ドゥ

商品ラインナップ
Goods line up

予約の流れ
ReservationReservation

ご予約 衣装選び 撮影 写真選び

ホームページ
またはお電話にて
ご予約ください

事前にお気に入りの
衣装を選びます
(当日選びもOKです )

お支度

着付け
へアメークを
行います

様々なセットと
ポーズで
沢山お写真を
撮影いたします

沢山撮影した中から
お好みの写真を
選びます

積立タイプのアルバムや写真集、デザインフレームまで種類がとっても豊富！
完全オリジナルのデザインで、とびきり素敵な記念写真をお作りいたします！

他にもプリントやデータなど、たくさんの商品をご用意しています♪詳しくはホームページで！ ※商品の仕様や各種料金は予告無く犯行になる場合がございます。

フォトスタジオ スマイリー

Photo Studio
Smiley

◀成長記録型アルバム プティパ

デザイン写真集▶ キャンバスパネル▶ デザインフレーム▶

◀プティパ台紙

お子様のお写真を飾って
おきたい方におススメ！
2way タイプなので
飾る場所を選びません♪
【3in1 フレーム￥12,000- 税抜】

厳選したお写真を
台紙スタイルにするなら
人気のプティパ台紙で決まり！
【2 面 4 カット￥26,000- 税抜】
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式当日外出レンタル通常価格税込 24,840 円のところ

●撮影用衣装レンタル ●着付けへアメーク ●スタジオ撮影料プラン
内容

< 卒業記念前撮りプラン >

平日
撮影料

卒業記念撮影前撮り特典

特製ポスタープレゼント！

携帯用待ち受け画像プレゼント！

家族撮影追加無料！

お友達と一緒の記念撮影追加無料！

小学校卒業袴卒業式出席レンタルセット 小学校卒業記念前撮り

SmileyPhotoStudio
フォトスタジオ スマイリー

753
Anniversary
七五三記念早撮りキャンペーン

好評受付中！

七五三記念撮影パック

マタニティフォト

小学校の卒業袴に卒業袴を着よう！

卒業袴大学短大 ・専門学校

( 本体価格 1,000 円 ) プリントは選んでね！
1,080円税込

撮影用
衣装レンタル

0 円

ヘアメーク
0 円

スタイリング
着付け
0 円

家族写真
追加撮影料

0 円

9/30
まで

9/30
まで

9/30
まで

9/30
まで

（A3サイズ・１家族 1点限り）　
※お写真はご購入カットから選択。
※他サービスとの併用が出来ない場合がございます。

※お写真はご購入カットから選択。

成人式外出レンタル一式 (23 点 ) セット

38,000
●撮影用衣装レンタル ●スタイリング着付け
●へアセット・メーク ●スタジオ撮影料プラン内容 ●撮影用衣装レンタル ●スタイリング着付け

●へアセット・メーク ●スタジオ撮影料プラン内容

●衣装・小物一式レンタル ●スタイリング着付け 
●へアセット・メーク●スタジオ撮影料 
●六切りプリント１枚付き

プラン内容

成人式当日外出レンタルセット

写真だけの成人式プラン

卒業袴外出レンタルセット

写真だけの卒業式プラン

成人記念

円
税抜

から 28,000円税抜から

から

※お支度代・撮影・お写真代別途

(税込価格 41,040 円から )

23,000円税抜 ( 税込価格 24,840 円）
※お写真代別途 から16,630円税抜 ( 税込価格 17,960 円）

( 税込価格 30,240 円）

Maternity Photo

ハーフバースデー
(ベビーヌード) (一歳)

はじめての誕生日

８ヶ月目頃～

生後１ヶ月～３ヶ月 生後６ヶ月～ 生後 12ヶ月～

お宮参り＆百日祝い

●撮影用マタニティドレスレンタル　●簡単へアセット ( 巻き髪や編み込みなど )
●家族写真追加撮影料無料  ●女性カメラマン指定 OK ★土日祝日撮影料税込 4,320 円 (15,120 円相当 )

成長記録型アルバム本体
＋表紙１カット

撮影メニュー

Present!

Wasou Roman
和装浪漫

着物はとっても特別なもの。
お子様のハレの日に、ご家族皆様お揃いの和装で
一生に一度のご記念を残しませんか？
きっとそれは素敵な「想い出」になるはずです。
ご家族皆様で和装撮影を楽しむことができる
衣装レンタルプランです。

パパ着物レンタル

ママ着物レンタル

9,720円税込
0円
( 本体価格9,000円 )

通常価格税込 12,960 円のところ

※衣装のサイズには限りがございます。 
※メークは別途税込 3,240 円となります。

●撮影用衣装レンタル 
●スタイリング着付け
●ママへアセット 

プラン内容

家族みんなで「おそろい」♪

※卒業記念の前撮りにて１万円以上お写真ご購入の方対象の金額です。
※着付け、写真撮影は含まれておりません。
※お衣装のレンタルのみの価格となります。

ベビーから成人撮影までスマイリーにお任せ♪

式当日のお支度に関するお問い合わせは
スタッフまでお気軽にお尋ねください♪

特典が
盛り沢山♪

スマイリーのマタニティフォトは
一人でも、夫婦でも家族でもご要望にあわせて撮影ができます
今この瞬間にしかない新たな家族の誕生を心待ちにしている姿を

スマイリーで残しませんか？

＋「プリント代」

撮影料

( 本体価格 908円 ) プリントは選んでね！
980円税込

9/30 まで

7,560円
着物＋ ＋ =袴 小物類

　　(バック・草履等）

( 本体価格 7,000 円 )

税込
9/30
まで

＋「プリント代」

撮影料
( 本体価格 908円 ) プリントは選んでね！
980円税込＋「プリント代」 撮影料

( 本体価格 908円 ) プリントは選んでね！
980円税込＋「プリント代」 撮影料

( 本体価格 908円 ) プリントは選んでね！
980円税込＋「プリント代」

撮影料
( 本体価格 908円 ) プリントは選んでね！
980円税込 「プリント代」

5＼ご成約で　　つの特典付き！／

外出用着物レンタル料金割引優待クーポン

洋装チェンジ０円！

プレゼント！

プレゼント！

８,０００円割引券

特製ポスター

※9月 30日までに七五三撮影を完了された方対象

※ブラシセットは撮影内容や年齢により使用しない場合がございます。

1

千歳飴プレゼント！43

2

ブラシセットプレゼント！5

（A3サイズ・１家族1点限り）　
※お写真はご購入カットから選択。
※他サービスとの併用が出来ない場合がございます。

※お写真代別途

お誕生から一年、あかちゃんの成長はあっという間です！

9/30
まで＋＋ ＋ ＋

「スタイリング」がダントツかわいい！かっこいい！
とってもオシャレなフォトスタジオ「スマイリー」で七五三記念を残そう♪

Shooting Menu

赤ちゃんの出産を祝い
健やかな成長を祈る記念を
素敵に撮影します♪

ハイハイやお座りが
できるようになった頃に
きぐるみやヌードで
この時期だけの愛らしいしぐさを
残しませんか？

１歳のお誕生日は
とっても特別なもの！
可愛いドレスや
タキシードで変身して
たくさん写真を
残しましょう♪


