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PLAN

白無垢・色打掛からお好きな
衣装をお選び下さい。どの衣
装を選んで頂いても追加料金
はかかりません。

2名のウェディング専門着付け
スタッフが丁寧にお支度させ
て頂きます。

お客様に似合う髪型やメイクを
提案させて頂きます。綿帽子・
角隠し・かんざし・新郎様ヘア
セットもプラン内に含まれま
す。

お支度を担当したスタッフが
挙式終了まで同行致します。ヘ
アセットや衣裳のずれなどは
随時お直し致しますのでご安
心下さい。

お支度風景を撮影致します。
挙式前の凛とした空気や、談
笑中の和やかな表情はお二人
にとって良い思い出となるはず
です。

挙式中のお写真を撮影致しま
す。神社様によっては挙式の撮
影が不可の場合がございますの
で、あらかじめご了承下さい。

神社内でのロケ写真を撮影致し
ます。挙式中とは違うリラックスし
た笑顔の写真をたくさん残しま
す。

ご家族様揃っての写真を撮影
致します。神社内での撮影が
不可の場合がございますので、
あらかじめご了承下さい。

＜料金は一例です。別途持ち込み料が必要な場合もございます。＞

全撮影データ（約300カット）と
40ページのアルバムをお送り致
します。データは挙式後約3週
間、アルバムはお写真選びより
約1ヵ月でのお届けとなります。

サロンと神社間の往復のお車
をご用意致します。ご乗車頂け
るのは新郎新婦様のみとなり
ますので、ご家族様のお車は
別途ご手配お願い致します。
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かつらをご希望の場合は、事
前にサイズをお知らせ下さい。
料金は＋46,500円（税込・ヘア
メイクリハーサルを含む）となり
ます。

事前のヘアメイクリハーサルを
ご希望の場合はオプションで
承ります。
料金は＋16,500円となります。

事前に衣裳合わせにお越し下
さい。遠方などでご来店でき
ない場合は、ホームページから
３着まで候補を選んで頂き、
挙式当日に１着に決めて頂く
こともできます。

OPTION

ご本人様の家紋をご希望の場
合は、事前に貼り家紋をご用
意頂き、挙式当日にご持参下
さい。

ご希望の神社様へ直接お申
し込み下さい。
持ち込み料が必要な神社様も
ございますのであらかじめご
確認下さい。

挙式後、会食をされる場合は
別途ご手配下さい。会食会場
での引上げや、会食終了まで
の衣裳着用はオプションとなり
ます。

衣装1点追加　55,000
（例. 挙式は白無垢、ロケ写真は色打掛）

かつらレンタル　46,500
（事前フィッティングのための
ヘアメイクリハーサル料金を含みます）

会食終了まで衣装着用（アテンド1名付き）
- 新郎新婦　55,000
（新婦のみの場合も同額）

- 新郎のみ　33,000
- 参列者　11,000
（留袖・モーニング）
　※参列者のみ衣装着用の場合は22,000円

＜料金は全て税込です。＞

新婦ヘアメイクリハーサル
- 挙式のみ　16,500
- 挙式＋会食（かつら→洋髪）　22,000
- 挙式＋会食（洋髪→洋髪）　27,500

留袖セットレンタル　33,000
（着付け込み）

参列者持ち込み着付け・ヘアメイク
- 留袖・振袖・訪問着 着付け　11,000
- ヘアセット＆メイク　11,000
- ヘアセットのみ　6,600
- メイクのみ　6,600

衣装持込み
- 新婦　22,000
- 新郎　11,000

ヘアチェンジ　11,000

モーニングレンタル　22,000
（会食終了までレンタルの場合は+11,000円）

会食会場で引上げ　22,000

出張お支度　55,000  ～
（挙式神社やご自宅）

会食の写真撮影　41,800
ビデオ撮影
- お支度・挙式まで　85,800
- 披露宴・会食まで　+22,000（3時間以内）

（3時間以内）



COSTUME

オプション＋33,000円（税込）
（着付け込み）

オプション＋22,000円（税込）

白無垢・色打掛・紋付袴をご用意しております。

どれを選んで頂いても料金アップはございません。

（足袋・肌着・小物一式もご用意しております。）

また、オプションで列席者様用の留袖・モーニングもお選び頂けます。



ALBUM

40 pages album

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。
程よいサイズ感で、ご両親やご親族へのプレゼントにも
おすすめです。

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。
プラン内で1冊がセットになっております。
和をイメージした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
ご好評を頂いております。
写真をセレクトして頂き、制作致します。

39,800

20 pages album

12,800

プラン内に40Pアルバム（写真集ヴェール）1冊がついておりますが、

ご両親用・ご親族用に写真集を追加することもできます。

＜複数のご注文でお得です！＞
2冊目以降は1冊34,800円
※全て同じレイアウト内容の場合に限ります。

＜複数のご注文でお得です！＞
2冊目以降は1冊9,800円（税込10,780円）
※全て同じレイアウト内容の場合に限ります。

（税込14,080円）

（税込43,780円）

（税込38,280円）



挙式料金 8万円挙式料金 5万円

挙式料金 8万円 挙式料金 5万円世界遺産世界遺産 挙式料金 10万円

挙式料金 10万円挙式料金 15万円 挙式料金 10万円

SHRINE

KYOTO

OSAKA

挙式料金 3万円～15万円挙式料金 10万～50万円

NARA

世界遺産 挙式料金 8万円

挙式料金 5万円

＜掲載していない神社でもご対応可能です。＞



挙式料金 5万円挙式料金 3万円～ 挙式料金 10万円

HIMEJI

挙式料金 10万円挙式料金 15万円 挙式料金 10万円

KOBE

挙式料金 10万円挙式料金 10万円 挙式料金 8万円

OKAYAMA

挙式料金 6万円挙式料金 15万円～ 挙式料金 12万円

YOKOHAMA



NewToday 
FLOW

挙式神社・会食会場を選定し、神社・会場へ直接ご予約下さい。

「この神社の近くの料亭を教えて欲しい」などございましたらお気軽に

お問い合わせ下さい。

会食を設けられない場合は、神社のみをご予約下さい。

挙式神社・日取りが決まりましたら、ホームページの予約フォームよりお

申し込み下さい。

お申し込み金5万円を頂き、正式にご予約となります。

衣裳は事前に、衣裳合わせにお越しください。

衣裳合わせにご来店できない場合は、ホームページから３着まで候補

を選んで頂き、挙式当日に１着に決めて頂くことができます。

ヘアメイクは事前にオプションで「ヘアメイクリハーサル」をして頂くこと

も可能です。かつらと洋髪お好きな方をお選び下さい。

当日は神社婚サロンにご来店下さい。

お支度後、挙式神社へ移動となります。

ご家族やご親戚の皆様と大切な一日をお過ごし下さい。

お二人のために心をこめてサポート致します。

お支払いは挙式後3日内にお振込み、または当日現金ご精算でお願い致します。

（当日精算ご希望の場合は事前にご連絡下さい。）

撮影データは約３週間・アルバムはお写真選びより約1ヵ月でのお届けとなります。
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New
Day

Today 
isDRESS & TUXEDO PHOTO

＜衣装・全データ込み＞

＊土日祝日は＋11,000円

＜衣装・全データ込み＞

78,000
＊土日祝日は＋22,000円

128,000

和装前撮りプランもございます。詳細は各店舗の前撮りサイトをご覧下さい。

（税込140,800円～） （税込85,800円～）



SALON

KYOTO

〒604- 8262
京都市中京区油小路通三条上る宗林町98 RENOVAEISHUu 101

地下鉄 二条城前駅 2番出口より徒歩5分
阪急 大宮駅より徒歩13分 / 阪急 烏丸駅より徒歩15分

OSAKA NAGAHORIBASHI

〒542-0081
大阪市中央区南船場1-7-3 daiki bldg 2F.3F.4F

地下鉄 長堀橋駅 1番出口より徒歩6分 / 地下鉄 堺筋本町駅より徒歩8分

NARA

〒630-8228
奈良市上三条町12-1 三条ミドービル 4F

近鉄 奈良駅より徒歩5分 / JR 奈良駅より徒歩13分

※駐車場はございませんので、車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用下さい。

※駐車場はございませんので、車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用下さい。

※駐車場はございませんので、車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用下さい。

OSAKA DAISEN

〒591-8037
堺市北区百舌鳥赤畑町2丁46-2

南海高野線 / JR阪和線 三国ヶ丘駅より徒歩5分

※駐車場はございませんので、車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用下さい。



HIMEJI

〒670-0854
姫路市五軒邸4-84 東洋ビル 1F

JR 京口駅より徒歩8分

OKAYAMA

〒700-0977
岡山市北区問屋町14-102 坪田ビル １F

JR 北長瀬駅より徒歩15分

※駐車場はございませんので、車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用下さい。

※1台分の駐車スペースがございます。（ご利用の際は事前にお知らせ下さい。）

※1台分の駐車スペースがございます。（ご利用の際は事前にお知らせ下さい。）

KOBE

〒650-0002
神戸市中央区北野町4-1-12 異人館倶楽部パートⅠ 2F. 3F

各線 三ノ宮駅、新神戸駅より徒歩10分

YOKOHAMA

〒231-0861
横浜市中区元町1-50 元町パセオ 107.108

みなとみらい線 元町・中華街駅 元町口より徒歩３分
JR京浜東北・根岸線 石川町駅 元町口より徒歩１０分

※駐車場はございませんので、車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用下さい。



CONTACT

神社挙式のご相談・見学のご予約などはお気軽に

お電話・Webサイトのフォームからお問い合わせ下さい。

（全店共通 / 受付時間 10 :00～19 : 00）

0120-799-957

JINJAKON LIST

http://www.kyotojinjakon.jp

TEL

KYOTO

http://www.osakajinjakon.jp

OSAKA

http://www.narajinjakon.jp

NARA

http://www.himejijinjakon.jp

HIMEJI

http://www.kagawajinjakon.net

KAGAWA

http://www.tokyojinjakon.jp

TOKYO

http://www.okayamajinjakon.jp

OKAYAMA

http://www.kobejinjakon.jp

KOBE

http://www.yokohamajinjakon.jp

YOKOHAMA


