
 402 写真館での撮影料

店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

スタジオアリス 東浦和店 お宮参り、七五三などの記念撮影 さいたま市緑区
埼玉県さいたま市緑区中尾1183-

4
0120-573-753

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/255

/

スタジオアリス 大宮店 お宮参り、七五三などの記念撮影 さいたま市見沼区
埼玉県さいたま市見沼区中川

1139-1
0120-166-631

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/54/

スタジオアリス Lipi岩槻店 お宮参り、七五三などの記念撮影 さいたま市岩槻区
埼玉県さいたま市岩槻区西町2-5-

1ヤオコー岩槻西町店2F
0120-963-760

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/394

/

トヨシマ・フォト・スタジオ 写真撮影 撮影料10％割引 さいたま市浦和区（相談）

埼玉県さいたま市浦和区東岸町

16-19 京浜東北線「浦和駅」

「南浦和駅」線路沿い 南浦和駅

7分

048-882-5923
http://www.shashinkan

.ne.jp/~toyosima/

フォトスタジオミルフィーユ浦和

店
写真撮影（お宮参り、七五三等） さいたま市南区

埼玉県さいたま市南区区四谷1-5-

1-101 （JR武蔵浦和駅より車で

5分）

048-711-8890
http://www.ps-

millefeuille.com/

ライフスタジオ大宮店
フォトスタジオ（キッズ、ベイ

ビー向け）

ライフスタジオオリジナル

USBをプレゼント 
さいたま市浦和区

埼玉県さいたま市浦和区上木崎6-

38-13 京浜東北線「与野駅」か

ら徒歩15分

048-825-9000
https://www.lifestudio.j

p/studio/omiya

ふぉ～とすて～しょん お宮参り、七五三などの記念撮影 撮影代割引 さいたま市大宮区
埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2-

285-1
048-643-8077

https://www.pho-

tostation.com/

ライフ写真

デジカメプリント、写真入りケイ

タイストラップ作成、エコー写真

アルバム

さいたま市緑区

埼玉県さいたま市緑区道祖土3-5-

20 北浦和駅より市立病院行バ

ス10分

048-811-4099 https://lifeqbin.com/

フォトガーデンキラリ浦和
お宮参り、百日記念、七五三、記

念写真等
さいたま市浦和区

埼玉県さいたま市浦和区木崎3-9-

15
048-827-5801

https://www.kilali.co.jp

/

S.Space ドルフィン

スタジオ記念撮影：キャビネサイ

ズ 3,300円、大切サイズ 4,400

円（プリントのみの料金）

埼玉県全域（出張料金が別途かか

ります）

埼玉県川口市安行領根岸906-4

1F
048-299-5121 http://ssd99.jp/

スタジオアリス 熊谷店 お宮参り、七五三などの記念撮影 熊谷市 埼玉県熊谷市原島1183-2 0120-607-301
https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/97/

有限会社山口写真

ブライデル、七五三、成人式、お

宮参り、証明写真、ニューボーン

フォト

越生町、毛呂山町、ときがわ町

埼玉県入間郡越生町越生東2-7-

18 東武越生線「越生駅」より

徒歩2分 駐車場5台あり

049-292-2103
http://yamaguchi-

studio.com/

スタジオアミ東松山館 写真撮影料金 東松山市 埼玉県東松山市箭弓町2-12-16 049-292-2103 http://st-ami.com/
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中島写真店
スタジオ撮影、証明写真、デジカ

メプリント
本庄市

埼玉県本庄市銀座2-1-2 JR「本

庄駅」北口徒歩8分
0495-22-4800

ヤナセ写真館
6切1ポーズ13,900円（税込）3～

5名様の場合＋1,030円（税込）
熊谷市（市外についてはご相談）

埼玉県熊谷市箱田1-11-25 JR

「熊谷駅」徒歩20分
048-521-0777

http://photostudioyana

se.com/

有限会社斉藤写真館 写真撮影（1ポーズ7,900円から） 皆野町
埼玉県秩父郡皆野町大字皆野

459-5
0494-62-0257

http://www.saito-

studio.com/

スタジオアリスLipi ウニクス秩

父店
お子様中心の写真館です。

当店にて撮影時、衣装代、ヘ

アー、着付け代、無料
秩父市

埼玉県秩父市上野町805-14 ウ

ニクス2F
0120-963-130

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/411

/

オリハラフォト
写真・印刷・パソコンのことなら

何でもご相談下さい

撮影した写真のキーホルダー

をお作りします
⾧瀞町 埼玉県秩父郡⾧瀞町⾧瀞566-3 0494-66-3232

http://www.oriharaphot

o.com/

フォトハウス萩原 家族写真撮影：3,000円 6切額付写真プレゼント ⾧瀞町 埼玉県秩父郡⾧瀞町⾧瀞806-4 0494-66-0076

スタジオアリス 東越谷店 お宮参り、七五三などの記念撮影 越谷市 埼玉県越谷市東大沢3-12-16 0120-653-753

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/297

/

スタジオアリス 草加西町店 お宮参り、七五三などの記念撮影 草加市 埼玉県草加市西町939-1 0120-065-753

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/183

/

スタジオアリス せんげん台店 お宮参り、七五三などの記念撮影 春日部市 埼玉県春日部市大枝448-1 0120-772-849

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/115

/

ホッタスタジオ
各種記念写真撮影、衣裳レンタ

ル・美容・着付承ります。
草加市 埼玉県草加市谷塚町591 048-925-9408

http://www.hotta-

studio.com/

有限会社横田写真館
記念写真1ポーズ10,000円（税

別）
草加市

埼玉県草加市高砂2-17-10 草加

駅東口イトーヨーカ堂裏
048-922-2446

フォトスタジオ清宮 記念写真撮影 吉川市、松伏町、三郷市、越谷市 埼玉県吉川市きよみ野2-20-4 048-982-7949
http://photo-st-

kiyomiya.com/

Studio Kirala 春日部店
七五三、お宮参り、記念日の写真

撮影
春日部市 埼玉県春日部市粕壁東2-9-11 048-763-7110 http://st-kirala.jp/

ライフスタジオ越谷店 写真館での撮影等 越谷市 埼玉県越谷市大間野町1-176-1 048-961-7811
https://www.lifestudio.j

p/studio/koshigaya

ライフスタジオ草加店 ・写真館での撮影 草加店 埼玉県草加市弁天6-5-13 048-948-8063
https://www.lifestudio.j

p/studio/soka

株式会社キタムラ スタジオマリ

オ越谷花田店

お宮参りやお誕生日、七五三の記

念撮影
越谷市

埼玉県越谷市花田2-29-5（カメ

ラのキタムラ店内）
0120-753-281

http://www.studio-

mario.jp/blogs/11/6050

/



 402 写真館での撮影料

店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

スタジオアリス 久喜店 お宮参り、七五三などの記念撮影 久喜市
埼玉県久喜市本町7-7-31アクロ

スプラザ久喜店内
0120-301-666

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/13/

スタジオアリス 加須店 お宮参り、七五三などの記念撮影 加須市
埼玉県加須市下高柳1-29ビバ

モール一番街
0120-400-753

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/366

/

廣井写真館
写真撮影 穴切り1ポーズ

12,000円
北埼玉エリア 埼玉県加須市本町7-3 0480-61-0257

http://www.studio-

hiroi.jp/

出張こども撮影 ainoko

お宮参り、New born、家族フォ

ト、七五三、神社や公園での出張

撮影

久喜市を中心とした埼玉県全域

（エリアにより出張料金が別途か

かります）

埼玉県久喜市西大輪1927-4 048-058-2111 https://ainoko.jp/

スタジオアミ行田館＆プレシュス

タジオ埼玉行田店
撮影写真料金 行田市 埼玉県行田市向井町13-25 0120-753-154

http://st-

ami.com/shop/ami-

gyoda/

スタジオアリス 上尾店 お宮参り、七五三などの記念撮影 上尾市 埼玉県上尾市東町1-2-27 0120-048-303

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/103

/

フォトスタジオ ミルフィーユ

上尾店

写真撮影（お宮参り、七五三な

ど）
上尾市

埼玉県上尾市小泉1-4-8 サンエ

ムビル1F （JR上尾駅より車で8

分）

048-871-8388
http://www.ps-

millefeuille.com/

ひまわり堂スタジオ 本店 お宮参り、七五三など記念撮影 桶川市
埼玉県桶川市寿1-5-1 桶川駅東

口徒歩3分
048-771-3029

https://photoshop.ne.jp

/shop/honten.html

池沢スタジオ 写真撮影 鴻巣市 埼玉県鴻巣市本町8-5-1 048-541-0011
http://www.ikezawa-

studio.com/

スタジオアリス 和光白子店 お宮参り、七五三などの記念撮影 和光市 埼玉県和光市白子2-13-38 0120-033-970
https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/344

/

スタジオアリス 新座店 お宮参り、七五三などの記念撮影 新座市

埼玉県新座市野火止5-2-60ラ

ヴィーニュ2Fトイザらス新座店

内

0120-485-753

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/170

/

カタギリスタジオ 寫眞撮影
お子様の撮影のみ1％引きの

サービス
志木市

埼玉県志木市柏町4-5-20 志木

駅より徒歩で7分
048-472-0283

http://www.katagiristu

dio.com/

スタジオシエル ふじみ野店 記念写真撮影、衣裳レンタル ふじみ野市
埼玉県ふじみ野市うれし野2-10-

87 トナリエふじみ野タワー棟2F
049-278-4272

http://studio-

ciel.info/shoplist-

soyoca.html

スタジオアリス 川越南古谷店 お宮参り、七五三などの記念撮影 川越市
埼玉県川越市泉町2-1ウニクス南

古谷アネックスベビーザラス店内
0120-768-753

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/311

/
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スタジオアリス ニトリ川越店 お宮参り、七五三などの記念撮影 川越市 埼玉県川越市豊田町3-13-2 0120-471-923
https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/93/

スタジオアリス 狭山店 お宮参り、七五三などの記念撮影 狭山市 埼玉県狭山市入間川3-28-28 0120-651-810
https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/77/

スタジオアリス 所沢店 お宮参り、七五三などの記念撮影 所沢市

埼玉県所沢市北原町1404 ヤオ

コーマーケットプレイス所沢北原

2階

0120-166-698
https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/48/

いりそ写真館

お宮参り、七五三などの記念撮影

（詳しくはホームページをご覧く

ださい。

狭山市
埼玉県狭山市水野456-5 西武新

宿線「入曽駅」徒歩10分
04-2959-4982 https://iriso.org/

家族写真館

証明写真、プリント3枚撮影料込

1,950円、七五三キャンペーン6

カットデータ付34,560円など

狭山市

埼玉県狭山市富士見1-29-1 西

武新宿線「狭山市駅」より徒歩

10分

04-2936-9122
http://www.kazoku-

shashin.com/

有限会社フォトスタジオおおの
記念写真撮影（お宮参り、赤ちゃ

ん、七五三等）衣裳レンタルあり
飯能市 埼玉県飯能市中山400 042-974-0212

https://www.photostud

io-ohno.com/

スタジオアミ坂戸館 写真撮影料金 坂戸市 埼玉県坂戸市薬師町26-1 0120-375-753

http://st-

ami.com/shop/ami-

sakado/

ふぉとらんど・アサノ 写真撮影料金 日高市 埼玉県日高市南平沢958 042-989-3448

フォトスタジオ ミルフィーユ

川越店
写真撮影（お宮参り、七五三等） 川越市

埼玉県川越市川鶴2-16-3 （東

上線 鶴ヶ島駅より車で8分）
049-299-7728

http://www.ps-

millefeuille.com/

ひまわり堂スタジオ 川越時の鐘

店
お宮参り、七五三など記念撮影 川越市 埼玉県川越市大手町3-12 049-222-0122

https://photoshop.ne.jp

/shop/tokinokane.html

所沢創寫館
記念撮影、お宮参り、フォトマタ

ニティー

記念撮影の方にラミネートプ

レゼント、お宮参り撮影で手

足入りミニブックプレゼン

ト、フォトマタニティーの方

にL版写真

所沢市 埼玉県所沢市喜多町10-5 04-2921-5229
http://soshakan.photo-

web.cc/

スタジオアリス 戸塚安行店 お宮参り、七五三などの記念撮影 川口市
埼玉県川口市⾧蔵新田326-1マク

ドナルド2F
0120-696-753

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/362

/

スタジオアリス 蕨店 お宮参り、七五三などの記念撮影 蕨市 埼玉県蕨市北町5-4-32 0120-710-753

https://www.studio-

alice.co.jp/shop/11/161

/
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フォトショップ ニットウ スタジオ撮影 川口市 埼玉県川口市幸町2-17-8 048-252-5974

鳩ケ谷フォトスタジオ
記念写真撮影 9,720円（撮影

代、プリント代セット）
川口市 埼玉県川口市鳩ケ谷本町2-2-9 048-242-3737

https://www.hatogayap

hoto.com/

本橋写真館 写真撮影 戸田市
埼玉県戸田市本町1-2-2 埼京線

「戸田公園駅」徒歩7分
048-441-2654

http://www001.upp.so-

net.ne.jp/motohashi-

photo/index.html

ライフスタジオ ふじみ野店
ベイビー・キッズ向け写真スタジ

オ

ライフスタジオオリジナル

USBプレゼント
ふじみ野市 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡3-10-31 049-261-7707

https://www.lifestudio.j

p/studio/fujimino

有限会社カマタ・スタジオ
記念撮影代（お宮参り・七五三

等）
上尾市 埼玉県上尾市上町1-1-5 048-771-0448

http://www.kamata-

st.com/

株式会社林写真館
記念写真撮影代（お宮参り・七五

三）
久喜市 埼玉県久喜市久喜中央3-8-22 0480-21-0245 https://kuki884.com/

写真館KASUYA 記念写真撮影代 鴻巣市 埼玉県鴻巣市筑波1-2-22 048-549-1726
http://www.photo-

kasuya.com/

有限会社ボアスタジオ 記念撮影（お宮参り、七五三）

記念撮影ご利用でプリント写

真をブロマイドにしてプレゼ

ント

草加市 埼玉県草加市栄町3-1-22 048-935-2736
http://boastudio.kids.c

oocan.jp/

有限会社 秩父写真館
記念写真撮影代（お宮参り・ベ

ビーフォト・七五三）

チケット利用で写真入りキー

ホルダープレゼント
秩父市 埼玉県秩父市東町9-10 0494-22-1069

アヅマ写真館 記念写真撮影代 額入り写真プレゼント 春日部市 埼玉県春日部市粕壁1-8-4 048-752-2509

有限会社 中村写真館
記念写真撮影代（お宮参り・七五

三など）
熊谷市 埼玉県熊谷市星川2-81 048-521-0390

有限会社 高砂スタジオ 各種記念撮影
オリジナル写真入りキーホル

ダープレゼント
草加市 埼玉県草加市高砂2-21-35 048-924-7393

新倉写真館
記念撮影代（お宮参り、七五三、

絆写真など）

チケット利用でキャビネ

（2L）額入写真プレゼント
和光市 埼玉県和光市本町22-8 048-461-2172

大沢写真館
記念撮影代（ニューボーン、お宮

参り、お誕生日、七五三など）

チケット利用で写真入「ねが

いふだ」プレゼント
熊谷市 埼玉県熊谷市本町2-1 048-521-1249

https://oosawashashin

kan.jp/



 402 写真館での撮影料

店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

鈴木写真スタヂオ 記念写真撮影全般
ハガキサイズ写真１枚プレゼ

ント
川口市 埼玉県川口市芝3-18-16 048-267-0149

https://www.suzukipho

tostudio.com/

フォトらんどコバヤシ（スタジオ

四季）

記念撮影代（お宮参り・七五三な

ど）

チケット利用でフォトカード

をプレゼント
羽生市 埼玉県羽生市東7-14-4 048-561-1766

http://www.studio-

shiki.jp/

株式会社隈川写真館

国家資格１級写真技能士が丁寧に

撮影と修正をいたします。

お宮参り・七五三等の貸衣装多数

あり。

アットホームなパパママショップ

の写真館です。

３キュー子育てチケットで

「手札版スタンド付写真」を

１点プレゼントいたします

富士見市 埼玉県富士見市鶴瀬東1-8-20 049-251-0476
http://www.kumakawa.

co.jp/

スタジオ・アイ
記念写真代（お宮参り・七五三・

ご家族）

カード（写真入）をプレゼン

ト
新座市 埼玉県新座市野火止8-13-20 048-479-0399

フォトスタジオラヴュー 本店 記念写真撮影 さいたま市大宮区
埼玉県さいたま市大宮区土手町3-

272-1
048-665-9655 https://lavue.jp/

そごう写真館ラヴュー 記念写真撮影 さいたま市大宮区
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-

6 そごう大宮店５階
048-646-2346 https://lavue.jp/

キッズフォトスタジオBE×2（べ

べ） ホテルガーデンパレス内

こども写真館（七五三・バース

デー・入園卒園等記念日フォト）

での衣装レンタル、着付け、写真

撮影、商品代。

熊谷市 埼玉県熊谷市佐谷田3248 048-594-7765

http://www.gardenpala

ce.co.jp/kidsphotostudi

o/

キッズフォトスタジオBE×2（べ

べ） 本庄ビバモール店

こども写真館（七五三・バース

デー・入園卒園等記念日フォト）

での衣装レンタル、着付け、写真

撮影、商品代。

本庄市 埼玉県本庄市中央2-4-60 0495-71-9277

http://www.gardenpala

ce.co.jp/kidsphotostudi

o/

谷合写真館 記念撮影・出張撮影 etc
写真入り携帯ストラップをプ

レゼント
志木市 埼玉県志木市本町3-1-48 048-471-0176 http://www.taniai.info/

八木橋百貨店 写真館スタジオ コマチ（８階）
パパママ応援ショップ・赤

ちゃんの駅加盟店
熊谷市 埼玉県熊谷市仲町74番地 048-523-1111

https://www.yagihashi.

co.jp/

フォトスタジオ アトリエール根

岸

記念撮影代（お宮参り・七五三

等）

チケット利用で写真入りキー

ホルダーをプレゼント
行田市 埼玉県行田市佐間１－６－１４ 048-556-3422 https://ateliair.jp/

さくら屋フォトスタジオ
店内の全商品（スタジオ撮影も

可）

スタジオ撮影での撮影代10％

ＯＦＦ（証明写真は不可）
さいたま市浦和区

埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-

2-2 1Ｆ
048-831-4541

https://sakurayaphotos

tudio.com/

スタジオフォトランド

マタニティ・新生児・お宮参り・

ハーフバースディ・誕生日・振袖

レンタルを中心とした総合スタジ

オです

戸田市 埼玉県戸田市上戸田1-12-8 048-444-5755
https://www.photoland

21.jp/

衣装と撮影のセラヴィ 初参り、七五三等の衣装と撮影 家族写真撮影料サービス 皆野町 埼玉県秩父郡皆野町皆野2133-6 0494-62-2790
https://www.clv1023.jp

/



 402 写真館での撮影料

店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

フォトステージノア お宮参り・七五三などの記念撮影 行田市 埼玉県行田市行田24-12 048-555-3200
https://photostage-

noah.com/

フォトスタジオ フェリチタ（絹

屋衣裳総本店）

お宮参り・バースデー・七五三等

の記念撮影

LINEに写真データ１枚プレゼ

ント
熊谷市・深谷市・行田市 埼玉県熊谷市銀座1-96 048-521-9880

http://photo-

felicita.com/

荒井写真館 記念写真（お宮参り・七五三等） 上尾市 埼玉県上尾市宮本町14-18 048-771-0465

株式会社 竹内写真館 記念写真撮影 加須市 埼玉県加須市久下2-14-1 0480-65-3639 https://e-753.biz/

フォトスタジオミルフィーユ草加

店
写真館 フォトスタジオ 貸衣裳 草加市 埼玉県草加市北谷1-16-21 048-951-2011

https://www.ps-

millefeuille.com/

JUN写真スタジオ

記念写真撮影 （お宮参り ・ 七

五三 ・ マタニティ&ニューボー

ンフォト ・ バースデーフォト・

成人記念）

深谷市 埼玉県深谷市稲荷町1-1-20 0120-735-558
https://www.jun-

studio.com/


