
お客様をお迎えする小貫写真館のフォトグラファー
大切なゲストの前で永遠の絆を誓う
お二人のはじまりの日を撮します。

Wedding Photo Menu
ONUKI PHOTO STUDIO



お二人の大切な１日が、いつまでも色褪せることなく、

お父様お母様、ご友人いつか生まれる新しい家族につながるように。

たくさん笑って、たくさん泣いた、

みなさんの思い出を

確かな技術に真心をプラスして撮 ( のこ ) します。

大 切 な 1 日 を、

大 好 き な 人 の た め に 。



おふたりの大切な 1 日が始まる

ブライズルーム。

挙式が始まる前のご新郎様の緊張感や

ご新婦様が一番輝いていく姿は

お二人だけの忘れない

” 宝物 ”

になると思います。

一生に一度のブライダルフォト。

お二人らしさ全開の

印象に残るお写真を。

小貫写真館では、

ブライズルームから

大切なゲストのお見送りまで

お二人に寄り添います。



挙式当日はウェディングドレス…でも和装も着てみたいというお２人に

和の気品に水戸の歴史を

挙式当日は想像するより忙しいものです。お２人だけで写

真撮影を楽しんでいただく時間は、ほんのわずかしかあり

ません。

和装挙式では、お支度やメイクにも十分時間が必要で、「撮

影の時間がほとんどない」ということがなきにしもあらず。

また、「当日はドレスだし、前撮りは和装を着てみたい！！」

というお話もよく伺います。

茨城県、特に水戸市内には、古の風情溢れる名所・史跡が

多く点在し、和装前撮りにぴったりのロケーション地となっ

ています。

前撮りで心ゆくまで撮影を、挙式当日は大切なゲストとの

時間を思う存分に。

感謝と感動にあふれる大切な時間ををお楽しみください。



県立歴史館は、爽やかな緑の葉を広げる初夏、周囲を黄金色に
敷きつめる鮮やかな秋のイチョウ並木での撮影が人気です。
和装がお勧めですが、ウェディングドレスでの前撮りでも好ま
れるロケーションであり、多くの皆さんに喜んでいただけるエ
リアとなっています。

玄関前の桜や敷地内を彩る紅葉も見事ですが、藩主が出座する
「正庁正席の間」や藩主の居間である「至善堂」につながる畳廊
下など、日本古来の雰囲気は、一生の伴侶として添い合うお２
人によくお似合いです。また、天候に左右されずに撮影できる
数少ないロケーション地としても根強い人気があります。
入館料として１人 200 円（スタッフ分含む）必要です／イベン
トや団体利用がある場合は撮影できないことがあります

偕楽園は梅の名所として有名ですが、その他にも四季折々の見
所が多くあります。四季の原の桜や、好文亭を包むツツジに孟
宗竹に藤棚、もみじ谷の紅葉なども楽しむことができます。
近隣には常磐神社も隣接しているので、少し足を伸ばして社殿
を背景に撮影することもできます。
広大な敷地の開放感から、「写真が苦手」というお２人からも人
気です。
撮影申請料として別途 700 円必要です／同敷地内の好文亭（館
内）での撮影はできません

和装前撮りロケーションエリア

偕楽園

県立歴史館

弘道館



ウェディングドレスでも思いっきり撮影を楽しみたいというお２人に

あこがれの白を思うままに
一生に一度きり…純白のウェディングドレス。

「前撮りでも着てみたいけど…せっかくならドレスが映える場所で、おもいっきり羽

を伸ばして撮ってみたい！」

青く光る海と白い雲、四季折々の彩りを見せる花々、２人が出会ったあかねの空の下。

ちょっと足を伸ばせば、水戸市近辺にはロケーションに最適な自然がいっぱいです。

２人だけの、とっておきの場所ととびっきりの時間 .

そこにあるのは、これからのウェディングロードに彩りを添える美しい景色と 2 人

の笑顔とシャッター音だけ…。

美しいロケーションで叶えるメモリアルを記念に撮しませんか。



水戸市の北に位置する七ツ洞公園は、英国の技術と建材を使用
し、ごく自然な風景に見えるよう作られた日本では珍しい英国
風景式庭園です。
「秘密の花苑」に咲くイングリッシュローズやチューリップ、庭
園内に点在し、石や木で作られた独特の造形物であるフォリー
などが前撮りで人気のシチュエーションになっています。

春には「青の絶景」といわれる日本一のネモフィラの丘がある
国営ひたち海浜公園。夏は香りのラベンダー、秋は真紅に染ま
るコキアなど一年を通じて撮影を楽しむことができます。
桜や梅だけと思われがちな偕楽園ですが、園内の四季の原には
季節によって、ユキヤナギやポピー、コスモスなど洋装に似合
う可憐な花々で賑わいます。
最近では、那珂市や筑西市の広大な田園を黄色に染めるヒマワ
リも洋装前撮りのスポットとして特に人気が高いようです。

小貫写真館から車で走ること約 30 分。
青い空と青い海、どこまでも続く白い砂浜が自慢のサンビーチ、
疲れた帆を休めるヨットが停留するマリーナ。
幻想的な世界を描きだすアクアリウムで撮影ができるアクア
ワールド大洗など、前撮りで好評のスポットエリアが揃ってい
ます。
お２人で選んだフォトプロップスやガーランドなどの小物を
使った撮影が似合うのもシーサイド撮影の魅力です
イベントや団体利用がある場合は撮影できないことがあります。

洋装前撮りロケーションエリア

季節の花々

七ツ洞公園

大洗海岸エリア



ナチュラルな雰囲気で自然体な自分たちを残したいお２人に

カジュアルな装いで自由に
エンゲージメントフォトは、普段の服装やペアルックなど、カジュアル

な装いで撮影します。

また、ドレスや和装のように歩くのが大変…。という事もないので、

ビーチやお花畑など、自由な場所での撮影が可能。

二人のいつものスタイルで、飾らない日常の姿を切り取りませんか？



エンゲージメントフォト

普段の服装での撮影になります。
ペアルックやシミラールックなど、お二人のコーデテーマ
に合わせた格好で撮影 OK ！
好みの服装で楽しめるのもエンゲージメントの魅力です。
白のワンピースで前撮り気分も…1?

エンゲージメント撮影は撮影場所自由！
ビーチやお花畑、初デートの場所、出会いのきっかけになっ
た学校や会社、共通の趣味など、お二人に沿った撮影が可
能です。
水戸市外 /¥10,000~　場所によっては入場料がかかる場合
がございます。

服装について

撮影場所について

撮影後はダウンロード形式でのお渡しかディスク CD での
お渡しとなります。
当日ウェルカムスペースに飾りたい！、式は挙げないけど
お写真だけ残したい！という方へ、飾れるアイテムやエン
ゲージメント撮影のみの方限定のアルバム等もご用意して
おりますので、お気軽にお問い合わせください。

データのお渡し



川又　康徳
Yasunari Kawamata

「式場やドレス、料理だって選べるのにカメラマンは選べないの？」

感動的な挙式のシーンや笑顔が弾けるパーティーの一瞬も、

撮影するカメラマンによって見える景色は十人十色です。

お客様と写真館という立場でなく、人と人とのつながりを大切にしたい。

小貫写真館は、お二人の “ 友人代表カメラマン ” のつもりで参加します。

2015 年　富士フィルム営業コンテスト　新人賞

2019 年　富士フィルム営業コンテスト　最優秀賞

Onuki's Bridal  photographers.

Ayako Ishigooka

石郷岡　紋子

Tsuyoshi sakuma

佐久間　剛
2016 年　富士フィルム営業コンテスト　テーマ賞

2018 年　富士フィルム営業コンテスト　テーマ賞

2019 年　富士フィルム営業コンテスト　テーマ賞



植田　保
Tamotsu Ueta

沼田　由美子
Yumiko Numata

五位渕　忍
Shinobu Goibuchi

柳　 祥 平
Shohei Yanagi

2014 年　富士フィルム営業コンテスト　新人賞

2015 年　富士フィルム営業コンテスト　テーマ賞

2019 年　富士フィルム営業コンテスト　優秀賞



私たちは写真と撮られることが苦手だったので、前撮りのときも

少し不安でした。そんな不安をカメラマンさんは吹き飛ばしてく

れましたね。

内見会のときも、一人で不安だった私に声をかけてくれて、本当

にありがとうございました。そのときから小貫写真館さんに撮っ

てもらいたいと決めていたんです。

もし、子どもが生まれたら、また同じカメラマンさんに撮ってい

ただきたいと思っています。

弊社のカメラマンが撮影したお客様からいただいた喜びの声をほんの少しだけ紹介します。

内見会のときから決めていました

前撮り、結婚式当日とも大変お世話になりました。

アルバムも最後までこだわっていただき、「最高傑作になった」

と聞いていましたが、「最高傑作」になっていました。というこ

とを妻から聞きました・・・というのは冗談で。部屋の目立つと

ころに飾ってあります。

これからもカメラマンさんの魔法で皆さんを幸せにしてあげてく

ださいね。

また、どこかでお会いできるのを楽しみにしています。

たしかに「最高傑作」でした

Ｋ様　茨城町　

Ｉ様　水戸市

このたびは、私たちのカメラマンを快く引き受けてくださって、

本当にありがとうございました。

自然体で素敵な笑顔を撮るには、カメラマンさんの技術だけでは

なく、やっぱり人柄も大切なんだなと心から実感しました。

ゲストの皆さんからもすごく好評でしたよ！！

今後も、よろしくお願いいたしますね。

Ｉ様　水戸市

カメラマンの人柄に惹かれて

Happy Message



先日は、ありがとうございました。

素敵な写真に仕上げてくれて、我が家にひとつ家宝ができました。

飾ってある写真をみるとイライラも吹き飛んで、ほっこりとした

気持ちになります。

お願いしたカメラマンさんじゃなかったら、また違う結婚式に

なったんだろうなと思うと、とても不思議な気持ちになります。

最高の結婚式を一緒につくってくれて、本当にありがとうござい

ました。また、お会いできる日を楽しみにしています。

我が家に家宝が増えました

M様　笠間市

お客様の声には、率直な感想や満足の言葉がいっぱいです。

小貫写真館では、これからもお二人のはじまりを

一緒に祝う気持ちを忘れずに、

お二人とすべてのゲストから愛されるよう一所懸命撮影します !

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小貫写真館　一同



マタニティ
生まれてくる君といっしょの家族写真
会える日が待ち遠しいよ 

3

卒業
大きく感じたランドセルも小さく見え
る　すっかりお兄さんお姉さんだね

13

十三祝い
あんなに小さかった君が
こんなに大きくなりました 

14

成人式
おてんばだったあなたの晴れ姿は
お父さんお母さんにとっても特別
な瞬間 です

15

ウェディング
素敵な人と出会えて
ここからまた家族が始まるね 

1

1/2 成人式
将来の夢はなんだろう　まだまだお子様
なのにふと見せる大人びた表情 

12

Happiness 
       Circle卒業記念

たくさん学んで一人の大人としての
旅立ちの姿が頼もしいです 

16

2 結婚記念日
あなたを好きになってよかった
出会ってくれてありがとう



ハーフバースデー
泣いたり笑ったり半年で
こんなに表情豊かになったね 

5
お宮参り 

はじめてのお着物やドレス
これからの成長がとっても楽しみ 

4

桃・端午の初節句 
健康祈願の伝統行事
これからもすくすく育ってね 

6

２才バースデー 
君を夢中にさせるおもちゃは
なんだろう　遊びながら撮ろう 

8

七五三
お着物やドレスを着て
いつもと違う姿にドキドキだね 

9
入園 

新しい一歩に大きな笑顔　これから
どんなワクワクが待っているのかな 

10
入学

ピカピカのランドセルを背負って
楽しいスクールライフスタート！ 

11

写真は時間を記録します。
その時間が存在したからこそ湧き上がった歓声や笑い声、そ
して心からの感謝と感動の涙。写真は、さまざまな思いを馳
せて呼び起こした時間を記憶の中から鮮明に蘇らせてくれる
ものです。
新しい家族と出会う喜びや成長への感謝、少しづつ増えてい
く時間の記録は、家族をつなぎ、みなさんの幸せを紡ぐかけ
がえのない宝物になるのではないでしょうか。
お二人の出会いをはじまりとする Happiness Circle“ 幸せの
円 ” は、家族の幸せで描かれる人生の円。
小貫写真館は写真をとおして、“ 幸せの円 ” づくりのお手伝
いをしたいと願っています。

家族をツナグ、
　　　幸せをツムグ １才バースデー7

ハイハイしたりつかまり立ちした
りできることが増えてきたね



小貫写真館は 189 2 年 創 業 の「 実 績 」「 信 頼 」「 技 術 」で感 動と高 品 質な写 真をおとどけします

営業時間 9：30～18：30（土日祝 9：00～18：30） 営業時間 9：30～18：30（土日祝 9：00～18：30）

パセオヌエボ水戸
㈱小貫写真館 水戸市千波町 2482-1

パセオヌエボつくば
㈱小貫写真館 つくば市二の宮 3-22-3

https://www.onuki.tv

029-305-3101 0120-830-298
定休日：毎週火曜日・第3水曜日 定休日：毎週火曜日・水曜日


