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　成人式の振袖専門店「オンディーヌ」。晴れ姿の思
い出を演出するゆったりとした100坪の成人式専用ス

タジオをOPEN。ヘアセット
や着付けもプロの専任スタ
ッフが担当。基本撮影3ポ
ーズ、ヘアメイク、着付け込
みで38,000円（税別）～と
とってもお得！お家の振袖
を持ち込んでの撮影もOK。
ご家族写真用に訪問着の
貸出しも有り、仲良くお着
物で2ショットもオススメ！
まずは問い合わせてみて。

オンディーヌ高槻店
高槻市城北町２-１１-１ 
山木ビル１階

（阪急高槻市駅徒歩１分）
営／10時～19時　
水曜定休
70120-75-8026
http://ondine.jp/ R171
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前撮り・後撮りは“オンディーヌ”で
ママ振袖撮影も予約受付中

【特 典】 「シティライフを見た」とご予約で
クオカード500円分をプレゼント！（12月25日まで）

■振袖レンタルプラン
● レンタル振袖30点スタンダードセット・・・・・・50,000円（税別）～

（振袖一式10点・和装小物13点・前撮り写真一式7点）
■振袖お誂えプラン
● 購入振袖40点スタンダードセット・・・・・・248,000円（税別）～

（振袖一式仕立て付19点、和装小物14点、前撮り写真一式7点）
■お持ち込み撮影プラン
● 前撮り写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,000円（税別）～

（写真3ポーズ、ヘア・メイク・着付、アルバム台紙、お手入れ券付き）

　成人式や卒業式の晴れ姿を記念に残すなら、お得なバル
ーンで！前写し・後写しなら写真8ポーズの写真が残せて、CD
画像データ（2カット 700×1,000ピクセル）、ヘア、着付までつ
いて女性振袖29,800円～、男性羽織袴19,800円と男女とも
にリーズナブルな価格。
卒業袴レンタルも12/2
から受付中。その他、七
五三の後写しや卒業袴レ
ンタル、お正月の家族写
真プランなどのお得情報
はWEBをチェック！

フォトスタジオ バルーン
【茨木スタジオ】
茨木市園田町8-18 ビアリッツ茨木

【高槻スタジオ】
高槻市千代田町5-5
営／10時～18時半　木曜定休
　　12/28～1/1休業
　　1/2～1/4はご予約のみ撮影
※撮影終了次第、閉店いたします。
70120-753-317  
 2072-638-6088
www.studio-balloon.com
ブログ http://balloon818.citylife-new.com
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P※　 有り  お問い合わせ下さい

阪急茨木市駅下車12分
イオン新茨木店より東へ200m

成人式記念撮影　前写し・後写しプラン
◆写真8ポーズプラン※成人式当日を除く
　（6ツ切2ポーズ＋CD2画像+6ポーズハーフキャビネ）
●バルーンの衣裳で撮影（ヘア・着付つき）女性振袖・・・29,800円～
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・男性羽織袴 19,800円　
●すべてお支度済みで、お写真のみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,800円　
●振袖お持ち込みパック（ヘア・着付つき）・・・・・・・・・・・・・22,800円　
卒業式着物袴フルセットプラン

●写真1ポーズ＋着物・袴＋ヘア＋着付＋小物・・・・・・・・25,000円～
  早朝7時～お支度可。翌日返却
成人式当日撮影プラン

●６ッ切２ポーズ（２画像データ付）
  フォトカード２枚プレゼント・・・・・・・・12,800円　 ※価格は全て税別　

成人式の晴れ姿はお得なバルーンで
男性羽織袴のお得なプランもあり

アートSTUDIO タカハシ

2072-696-7537
http://www.art-studio-takahashi.com

　前撮りは同店の写真パックがおススメ！プチ写真
集やスマイルカードのお得な特典付。振袖持込み
前撮り予約スタート！年始は1/2
（月）（要予約）からなので、前撮り
後そのまま初詣にも行ける。まだ
間に合う成人式当日の撮影の予
約も同時受付中！卒業ハカマの展
示会開始！卒業式当日のお支度•
撮影は早朝からでもOK！

高槻市富田町1-16-11  セピアコート11-1F
営／10時～19時　土日祝～18時　
水曜休　Pあり　※阪急富田駅から徒歩1分
12/28～1/1正月休み

Ｒ171

ダイエー

ジョーシン

タイムズ

大畑町交差点

阪急富田

至京都

至大阪

JR摂津富田

袴レンタル フルパック
・貸衣裳（着物7，560円～・袴6，480円～）
・美容・着付（髪飾レンタル付）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12，960円
・写真（6切）1ポーズ・・・・・8，640円
 （スマイルカード2枚付）

袴展示会開催！
12/6（火）～12/20（火）

撮影のみプラン
（6切台紙付き）
・1ポーズ 8,640円
  （カード2枚付）
・2ポーズ 14,470円
  （プチ4面写真集＋カード2枚付）

・3ポーズ 20,300円
  （プチ6面写真集＋カード3枚付）

成人式の撮影は前撮りがおすすめ
ハカマの展示会は12/6～12/20

2018年
振袖レンタル受付
1/28よりスタート

■成人式パック（多ショット撮影）
①振袖持込パック（前撮り）・・・・・・・・29,590円　
②写真だけの手ぶらで成人式・・・・・39,740円　
③成人式お出かけレンタル・・・・・・・・64,800円～
※①②③は美容着付（髪飾り付）・六切2面台紙付
　特典として（プチ写真集・スマイルカード付）
※詳細はホームページにて

振袖・着物レンタル 好慶
〈こうけい〉

2072-697-8036
https://ko-kei.stores.jp/

茨木市新庄町2-13
営／11時～18時　
月、第4日曜定休　P有

和装スタイリストによる着物選びで
成人式を最高の想い出に

　10/15にオープンした同店は帯も振袖もすべて正
絹で、京友禅の古典柄、現代柄、モダン柄など厳選し
た着物が揃う。さらに、和装では珍しい専属スタイリス
トの肩書を持つオーナーが、長年京都の呉服店で勤
めていた経験を活かして、一人ひとりにあったコーデ
ィネートを提案してくれる。着物だけでなく帯や帯締
め、小物の色合わせによって幾通りにも印象が変えら
れるので納得のいく着物選びができる。結婚式やお
茶のお稽古などのシーンにも気軽に相談してみて。

オーナー五島さんは幅広
い年代の女性の希望を
汲み取ってくれる。一瞬
でわかるというあなただけ
のパーソナルカラーを聞
いて相談してみて！

【特 典】 「シティライフを見た」で
■無料スタイリング体験会（要予約）
    さらに成約の方に髪飾りをプレゼント！
    ※無くなり次第終了

■H29年度成人式振袖レンタル限定
　 19万相当の着物レンタル50点
　 ・・・10万円均一（税別）
※小物や髪飾りまで必要な小物がすべてセット（肌着以外）

■成人式レンタルご利用の方は3月卒業式
　袴レンタル半額
■H30年度予約早割受付中！
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成人式 着 物 のマナーと正しい所 作

現代では着物を着る機会が少なくなり、成人式で初めて着るという方も少なくないのではないでしょうか。慣れた洋服とは違い行動が
制限されることも多いですが、美しく着こなせるようになると、女性としての魅力がさらにアップされるはず。ちょっとしたポイントや着物
を着た時のルールを、ヘアサロンのオーナーであり、日本和装師会認定師範でもあるパフィオの下原さんに教えていただきました。

知っておくと
役立つ

監修

美容室パフィオ　代表 下原興子さん

和服の着付&ヘアメイクのプロ

歩く時のコツは?

　着物に不慣れでも歩きやすくするためには、歩
幅はやや狭く、均等なテンポで一線上を歩きまし
ょう。重心は足の裏全体にかかるようにしましょ
う。気をつけたいのが振袖の長さ。無造作に手を
動かしてしまうと、物を倒してしまったりすること
も。動かす手と反対の手で袖をそっと押さえると
安心ですし、清楚な印象にもなります。

いつもとは違う重心の置きかた
1 座る時のポイントは？

　椅子に座る時、着物の裾が開いてしまわない
ように意識して、姿勢は頭頂部を上から糸で引か
れているように、またあごは引きましょう。深く座ると
帯がつぶれてしまうので、浅く座り背もたれにもた
れかからない様に。車に乗る時は脚からではなく
お尻から入るようにすると良いでしょう。お腹周り
が苦しいのは姿勢が悪いからです。座るときも姿
勢よくすれば帯に苦痛を感じません。

浅く座れば、帯もつぶれない
2

日本和装師会 会長・
市田ひろみ氏の元
で修業をして師範資
格を取 得 。『きもの
文化検定』準2級資
格を得て、着付けス
タイリストや講師とし
て数多く活躍。
２０１６年１０月、日本・イタリア友好１５０周
年 イタリア政府文化観光協議会主催　

「トリノ＆ジェノバジャパンデイ」において
冨田伸明氏と共にヘア・メイクアップ・着
付担当。

茨木にある下原さん
のサロン「パフィオ」で
はミスの第一礼装で
ある振袖に相応しい
ヘアスタイルを提案。
ご希望と格調を兼ね
備えたヘアスタイルを
提供してくれる。

写真に映る時は?

　着物がより美しく見える角度は正面ではなく少
し斜めになった角度です。姿勢を良くして、手を重
ねるときは右手を下に指先をそろえると美しく見え
るでしょう。または袖を持って着物の柄を見せても
キレイです。普段はあまり撮らない〝見返り美人〟
も着物ならではのポーズ。後ろを向いて帯を見せ
ながら、振り返って撮ってみましょう。

二十歳の自分を美しく残そう
3 持っておくと便利

　まずは「着物クリップ」。これはトイレや手を洗う時な
どに、袖、たもとを留めておけば安心。着物に跡がつき
づらいのでオススメ。無ければ洗濯ばさみで代用して
も大丈夫です。あと意外と便利なのがクシの「コー
ム」。着物の襟や胸元がゆるんでしまったら、指ではな
くコームの細い柄を使って、帯の中にゆるみを少し押
し込んであげると、応急処置になりますし、アップにし
ている髪の中がかゆい時にも使えます。

ちょっとした時に役立つグッズ
4

詳細はP.9


