
卒業袴
RENTAL COSTUME LiZE
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想い出を彩る
LiZEの卒業袴

たくさん笑ってたくさん泣いて楽しく過ごした学生生活。

そんな毎日もいよいよフィナーレ。華やかな卒業という

記念日を、LiZEの卒業袴が“最高の1日”に演出します。
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いつもよりずっと華やかに、艶やかに。

イロドリ豊かな卒業袴を LiZE は豊富に

取り揃えています。お気に入りの一着で

素敵な時間を過ごしてください。
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白袴に映える

黄色と橙の大輪で

今日は一段と華やかに。

MN-5      ¥30,000
OM-302  ¥15,000

M-25    ¥20,000
Y-2       ¥12,000

G-1       ¥30,000
K-7       ¥12,000

MN-4    ¥40,000
L-4        ¥12,000

P-5          ¥30,000
JAM-502 ¥12,000

M-9      ¥20,000
K-1       ¥15,000
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赤紫の袴に重なる水色で

清く美しく

G-3        ¥30,000
OM-301 ¥12,000

OM-43    ¥30,000
X-3          ¥12,000

M-39    ¥10,000
U-2       ¥8,000

M-23       ¥20,000
JAM-501 ¥12,000
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お気に入りを纏って

「最幸」のひと時を。

N-10     ¥20,000
T-3       ¥8,000

M-17    ¥20,000
OM301 ¥12,000

OM-33    ¥30,000
P-7         ¥8,000

BN-7     ¥20,000
JAM503 ¥12,000

MN-6    ¥30,000
K-302   ¥12,000
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E-4      ¥20,000
W-2     ¥8,000

A-5      ¥20,000
P-3      ¥5,000

X-7      ¥30,000
T-3      ¥8,000

M-20      ¥20,000
W-1        ¥8,000

E-3      ¥20,000
W-3     ¥8,000

V-3      ¥30,000
K-4      ¥12,000

Volume

LiZE Presents HAKAMA  Collection
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2Volume

LiZE Presents HAKAMA  Collection

M-40      ¥20,000
P-6         ¥5,000

M-34      ¥30,000
P-2         ¥5,000

JAM-54        ¥30,000
JAM-503      ¥12,000

M-35            ¥30,000
JAM-504      ¥12,000

M-33           ¥30,000
JAM-501     ¥12,000

MN-3      ¥40,000
S-6         ¥8,000
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前撮り
100倍楽しも

で 友達との
こーんな
ポーズも

前撮りなら

できる!!

好きな場所で
想い出の写真を
残せるのが魅力♪

好きな

ポーズで
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SET PRICE レンタルの流れとお申し込み方法

PRICE LIST レンタルコスチューム　LiZE http://www.lize.co.jp/

シンプルセット

着物＋袴

10,000円～50,000円

通常15,000円～55,000円が
早期予約割引と友達割引を併用すれば

スタンダードセット

ご 予 約

1

2

3

4

5

お申し込み

お支払い

貸出し・着付

ご 返 却

お支度＆記念撮影

着物

Aタイプ…10,000円
Bタイプ…20,000円
Cタイプ…30,000円
Dタイプ…40,000円

オプション ご注意・ご案内
①ブ ー ツ の み レンタ ル …3,000円
②半衿を刺繍または柄物に変更…2,000円
③半幅帯をお好みのものに変更…1,000円

④小物セットの草履をブーツに変更…2,000円
⑤小 物セットの巾着を変 更 …1,000円
⑥小物セットの髪飾りを変更…2,000円
※⑤と⑥はご来店でのみ対応可能なオプションです

5,000円OFF

着物＋袴＋着付＋へアセット ＊展示会で予約

＊展示会・来店時に現金またはクレジットカードにてお支払い

＊衣装のみレンタルの方

＊指定口座にお振込

展示会限定特典もあり！予定を確認して、早めにチェック。お気に入りを見つけよう！

所定の受付表にお客様情報を記入いただき、お申し込みください。お控えをお渡しします。お控えに記載している
お支払い方法をご確認のうえ、期日までに代金をお支払いいただいた時点で本申し込みとなります。

お申し込み日より1ヶ月以内に以下の方法でお支払いください。

【ご来店の場合】ご使用日（卒業式）の前日に営業時間内でご来店ください。

＊着付をお申し込みの方
ご使用日に指定の着付会場でご用意しております。（着付会場は当日の１週間前までにご連絡いたします）

【郵送の場合】ご使用日（卒業式）の前日までにご自宅または着付店など希望の場所にお届けします。（要送料）

※お振込の際は必ずご本人様のお名前でお振り込みください。

※レンタル日数は2泊3日となっております。返却が遅れた場合、1日あたり30％の遅延金がかかります。

三井住友銀行　船場支店　（普通）1522249　ユウゲンガイシャ　リゼ

＊来店にて予約 展示会限定の特典もあるので、予定をしっかりチェック！

＊当日返却 当日の着付会場にお返しください。

＊翌日返却 使用日の翌日午後3時までに宅配便にて発送いただくか、当社営業時間内にご来店のうえ
ご返却ください。

15,000円～55,000円

通常24,000円～64,000円が

12月までに予約された方には最大12,000円の割引
※セットや条件により割引額がかわります。ご予約の際にご確認下さい。

早期予約割引と友達割引を併用すれば 9,000円OFF

フルセット 各種割引サービス

着物＋袴＋着付＋へアセット＋小物セット＋記念写真

34,000円～74,000円

通常47,000円～87,000円が
早期予約割引と友達割引を併用すれば 13,000円OFF

早期予約割引

お友達と一緒にレンタルされた方には1,000円の割引
友 達 割 引

汚れや破損など思わぬトラブルの際に、修理代金が免除されますあんしん保証サポート 1,000円

＊着　　付… 4,000円　＊ヘアセット…5,000円　＊フルメイク…4,000円　＊ポイントメイク…2,500円
＊記念写真…15,000円（記念アルバム付）

通常40,000円を

想い出の場所や好きなロケーションで、ご家族・お友達と撮影できます。

※前撮りは卒業式当日にレンタルされる方のみ

［セット内容］・着　　　　　付：4,000円　　　・ヘアセット： 5,000円
　　　　　　・ポイントメイク：2,500円　　　・出 張 料： 5,000円
　　　　　　・撮影用着物＆袴：8,500円　　　・記念写真：15,000円（アルバム付）

※お着物には長襦袢・半衿（白）
　重ね衿が付いています。

袴

Aタイプ… 5,000円
Bタイプ… 8,000円
Cタイプ…12,000円
Dタイプ…15,000円
※袴のみのレンタルも可能です。
※袴は半幅帯（無地）付です。

小物 アクセスマップ 同時レンタルスペシャル特典

〒542-0081　大阪市中央区南船場2-2-4
営業時間■平日10:30-19:00　日・祝10:30-18:00

定休日■毎週水曜日
TEL■06-6271-8688（ご予約制）

袴と一緒に謝恩会ドレスをレンタルいただいた方は
ドレスレンタル料金が50%OFFになります。

＊サイズは5号～23号まで約400点のラインナップ！
＊アクセサリーやバッグ、ヘッドドレスなど小物は無料！

草　  履…2,000円　　巾　　　  着…1,000円　　髪  飾  り…2,000円
腰紐（4本）…1,000円　　伊達締め（2本）…1,500円　　衿　　 芯…1,000円
足　　袋…1,000円　　肌　 襦　 袢…1,500円　　タオル（3枚）…1,000円

【小物セット】 8,000円
※肌襦袢と足袋は新品をお付けします。 ※セット内容の色や柄はおまかせとなります。

上記の小物をすべてセットでお借りいただくと、通常12,000円が

【ロケ前撮り】 35,000円 通常35,000円を

ご家族やお友達とお好きなポーズでゆっくり撮影できます。　

［セット内容］・着　　　　　付：4,000円　　　・ヘ ア セ ッ ト ：5,000円
　　　　　　・ポイントメイク：2,500円　　　・撮影用着物＆袴：8,500円
　　　　　　・記　念　写　真：15,000円（アルバム付）

【スタジオ前撮り】 20,000円

オススメ

※表示は価格はすべて税別です。　※記念写真は約1～2ヶ月後にお渡しとなります。
※袴のみレンタルされた場合のお着付は7,000円となります。
※ポイントメイクは事前にお客様でベースメイクをしていただき、アイメイク・リップ・チークのみとなります。
※キャンセル料はご契約から8日目以降からご使用日の1ヶ月前まではご契約料金の20％、1ヶ月前から
　1週間前までは50%、1週間から2日前までは80%、前日と当日は100%を頂戴いたします。
※安心保証サポートをご利用になられていない場合は、通常のご利用ではできない汚れや破損に
　つきまして、修理の実費をご負担いただきます。※早朝料金は一切かかりませんのでご安心下さい。
※当店にてお着付の場合、お荷物お預かりサービスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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