
・振袖  ・帯〆  ・着物  ・帯〆 

・帯  ・草履 ・帯  ・草履

・長襦袢 ・バック ・長襦袢 ・バック

・帯揚げ ・ショール ・帯揚げ 

・肌着裾よけ ※その他の飾り ・肌着裾よけ ※その他の飾り

・足袋 ・半襟 ・足袋 ・半襟

・襟芯 ・伊達襟 ・襟芯 ・伊達襟

・腰紐　5本 ・帯飾り ・腰紐　5本 ・帯飾り

・伊達〆2本 ・髪飾り ・伊達〆2本 ・髪飾り

・三重仮紐　１本

・コーリンベルト2
本

・補整グッズ
・コーリンベルト2
本

・補整グッズ

・ゴムベルト ・重ね襟 ・ゴムベルト ・重ね襟

・着物  ・襦袢  ・浴衣

・袴  ・草履又はブーツ ・帯 

・半幅帯  ・バック ・肌着裾よけ  ・伊達〆1本

・肌着裾よけ ※その他の飾り ・腰紐2本 ・帯板1枚

・足袋 ・半襟
・コーリンベルト
1本

・重ね襟

・襟芯 ・伊達襟 お持ちなら ・ゴムベルト ・その他の飾り

・腰紐　3本 ・帯飾り ・補整グッズ

・伊達〆2本 ・髪飾り

・帯板小1枚　→ （なくてもOK）

・コーリンベルト
2本

・ゴムベルト１本

・着物  ・着物 

（伊達襟を付け肩上げしてある物） （達襟を付け肩上げしてある物）　

・被布 ・襦袢

(被布房を付け肩上げしてある物） （半襟を付け肩上げしてある物）

・襦袢 ・肌着（（U首タンクトップでもOK）

（半襟を付け肩上げしてある物） ・足袋・タオル１枚・腰紐（３・４本）

・肌着 ・帯・帯板・帯枕・伊達締め　

（U首タンクトップでもOK） ・帯揚げ・帯締め・しごき　　　

・腰紐(4・5本) ・箱迫・末広（扇子）

・草履・足袋・バック・髪飾り ・草履・足袋・バック・髪飾り

・着物（肩上げしてある物） ・着物 

・羽織（肩上げしてある物） （伊達襟を付け肩上げしてある物）　

・袴 ・襦袢

・帯 （半襟を付け肩上げしてある物）

・襦袢（半襟を付け肩上げしてある物）  ・肌着（（U首タンクトップでもOK）

・肌着（U首タンクトップでもOK) ・腰紐(4・5本)・襟芯・伊達締め２本

・足袋・タオル1枚・腰紐(2・3本) ・帯・帯揚げ・帯締め・帯板・帯枕

・羽織紐・かいけん・お守り・扇子　  ・しごき・箱迫・末広(扇子）　　　

・草履・足袋 ・草履・足袋・バック・髪飾り

営業開始前（AM9：00前）のご予約は500円/30分の早出料金が加算されます。

ご不明な点はお気軽にお問い合せ下さい。

浴衣卒業式(袴）

お持ちなら

五歳
(羽織袴）

七歳
(振袖）

基本

小物類

お持ちなら ・補整グッズ

基本 ・草履

小物類

三歳
(被布）

三歳
(着物）

七五三

留袖・訪問着・附け下げ・小紋

基本

小物類

・帯枕

（変わり結びの場合は蛤型をお勧めし
ます） 

お持ちなら

成人式

基本

小物類

・帯枕

（変わり結びの場合は蛤型をお勧め
します） 

・帯板（大小1枚ずつ） 

・タオル(薄手の物2・3枚)

■着付けの際にご用意いただく持ち物のご案内

・帯板（大小1枚ずつ） 

・タオル(薄手の物2・3枚)



・振袖  ・帯〆  ・着物  ・帯〆 

・帯  ・草履 ・帯  ・草履

・長襦袢 ・バック ・長襦袢 ・バック

・帯揚げ ・ショール ・帯揚げ 

・肌着裾よけ ※その他の飾り ・肌着裾よけ ※その他の飾り

・足袋 ・半襟 ・足袋 ・半襟

・襟芯 ・伊達襟 ・襟芯 ・伊達襟

・腰紐　5本 ・帯飾り ・腰紐　5本 ・帯飾り

・伊達〆2本 ・髪飾り ・伊達〆2本 ・髪飾り

・三重仮紐　１本

・コーリンベルト2
本

・補整グッズ
・コーリンベルト2
本

・補整グッズ

・ゴムベルト ・重ね襟 ・ゴムベルト ・重ね襟

・着物  ・襦袢  ・浴衣

・袴  ・草履又はブーツ ・帯 

・半幅帯  ・バック ・肌着裾よけ  ・伊達〆1本

・肌着裾よけ ※その他の飾り ・腰紐2本 ・帯板1枚

・足袋 ・半襟
・コーリンベルト
1本

・重ね襟

・襟芯 ・伊達襟 お持ちなら ・ゴムベルト ・その他の飾り

・腰紐　3本 ・帯飾り ・補整グッズ

・伊達〆2本 ・髪飾り

・帯板小1枚　→ （なくてもOK）

・コーリンベルト
2本

・ゴムベルト１本

・着物  ・着物 

（伊達襟を付け肩上げしてある物） （達襟を付け肩上げしてある物）　

・被布 ・襦袢

(被布房を付け肩上げしてある物） （半襟を付け肩上げしてある物）

・襦袢 ・肌着（（U首タンクトップでもOK）

（半襟を付け肩上げしてある物） ・足袋・タオル１枚・腰紐（３・４本）

・肌着 ・帯・帯板・帯枕・伊達締め　

（U首タンクトップでもOK） ・帯揚げ・帯締め・しごき　　　

・腰紐(4・5本) ・箱迫・末広（扇子）

・草履・足袋・バック・髪飾り ・草履・足袋・バック・髪飾り

・着物（肩上げしてある物） ・着物 

・羽織（肩上げしてある物） （伊達襟を付け肩上げしてある物）　

・袴 ・襦袢

・帯 （半襟を付け肩上げしてある物）

・襦袢（半襟を付け肩上げしてある物）  ・肌着（（U首タンクトップでもOK）

・肌着（U首タンクトップでもOK) ・腰紐(4・5本)・襟芯・伊達締め２本

・足袋・タオル1枚・腰紐(2・3本) ・帯・帯揚げ・帯締め・帯板・帯枕

・羽織紐・かいけん・お守り・扇子　  ・しごき・箱迫・末広(扇子）　　　

・草履・足袋 ・草履・足袋・バック・髪飾り

営業開始前（AM9：00前）のご予約は500円/30分の早出料金が加算されます。

ご不明な点はお気軽にお問い合せ下さい。

浴衣卒業式(袴）

お持ちなら

五歳
(羽織袴）

七歳
(振袖）

基本

小物類

お持ちなら ・補整グッズ

基本 ・草履

小物類

三歳
(被布）

三歳
(着物）

七五三

留袖・訪問着・附け下げ・小紋

基本

小物類

・帯枕

（変わり結びの場合は蛤型をお勧めし
ます） 

お持ちなら

成人式

基本

小物類

・帯枕

（変わり結びの場合は蛤型をお勧め
します） 

・帯板（大小1枚ずつ） 

・タオル(薄手の物2・3枚)

■着付けの際にご用意いただく持ち物のご案内

・帯板（大小1枚ずつ） 

・タオル(薄手の物2・3枚)


