
表1

カラードレスで
　　 オシャレに…┨

この～木、なんの木♪ で
　　 有名なモアナルアガーデン映画のワンシーンのように

優雅なホテルフォト♪

ハワイの夕陽に

　　 つつまれて…

Hawaii Weddingハワイ

ビーチフォトプラン

本格教会での
　　フォト・ウェディング

￥59,000からのビーチフォト

衣裳から送迎
、ヘアメイク、

さらに撮影デ
ータまで含まれ

て

この価格！！

専門店だから出来る！

全米ベストビーチラニカイ・カイルアでの撮影が出来る♪

当社のみ！！

イマドキ女子┯┯に大人気カラードレスプラン新登場！

〈期間〉2015年4月〜2015年9月
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※画像は全てイメージです。

Original course

お子様の衣装レンタルと記念フォリオが付いてくる！！

◦��お子様衣裳（人数分ご用意／お子様1名につき1着まで） 
対象年齢：2〜6歳（目安）
◦�お子様ヘアセット（1名様分）
◦フォリオ
� ◦�3枚の写真を三つ折りの�
黒台紙に貼り付けたもの

� ◦�24×20㎝（写真サイズ12.5㎝×17.5㎝）
� ◦�CD-Rと一緒にお届け（撮影翌々日夜）

わいわいファミリー 
フォトプラン 各プラン料金+�¥12,000

含まれるもの

オリジナルコース
ハワイでのビーチ撮影で、素敵な旅に忘れられない思い出を。
全米人気№１に選ばれたビーチや憧れのホテル撮影が出来るコース！

お申し込み 撮影の10日前まで
手配可能日 月〜土（祝祭日7/4を除く）※カイルアは土曜不可

キャンセル規定 7日前より全額
現地サロン レイウェディング

「ドレスを着て海で写真が撮りたい！」「式を挙げていないので記念に！」
衣裳・ヘアメイク・データ・送迎はもちろん、フォトスライドショー（DVD）も
付いたこの価格は専門店だからこそ。大人気の定番プランです。

撮影場所 サロン（パイプライン）、ビーチ（アラモアナ・マジックアイランド・イリカイ周辺）
所要時間 約3時間45分

撮影開始時間 11：00／12：00／13：00／14：00／15：00／16：00
1日6組（ホテルお迎え約2時間30分前位）

アルバムは現地でもお買い求め頂けます♪※現地販売価格は日本円販売価格と異なります。（現地$払い） ※アルバムのスピード仕上げはございません。
デジタルアルバム“メケアロハ”…¥24,000ビーチフォト専用に特別に作られた人気No.1の可愛いアルバム♡�プランと同時申込で、なんと￥5,000引き♪◦22.5×22.5cm／20ページ 約35カット◦約５～６週間後にご自宅へお届け

アルバム“クウイポ”ミニ…￥43,000
絵本のようにコンパクトなサイズが魅力♪�大きいサイズのご用意もあります。�※サイズや料金はお問合せ下さい。
◦20×20cm／14ページ 約30～34カット◦約５～６週間後にご自宅へお届け

アルバム“マイカイ”…￥49,000
当サロン最高品質のアルバム。おふたりの思い出を永遠に輝かせます♪◦25×25cm／20ページ 約30～34カット◦約５～６週間後にご自宅へお届け

2人の思い出に! ご家族に！

オリジナルコース限定の追加内容
“音楽入りフォトスライドショー（DVD)”付！
思い出いっぱいの記念写真（CD-Rの撮影デー
タをスライドショーに編集）と、ハワイの風景動画
を1枚のDVDに盛り込みました! 

お二人でゆっくりと思い出を
振り返ったり、ご両親に贈った
り、披露宴にも使える嬉しい
特典です。
※当社ホームページにて実際の映
像をご覧いただけます。 ※CD-R
と一緒にお届け（撮影翌 日々夜）

パイプライン撮影♪
なんとビッグウェーブ
をペットボトルで再現！
2人で仲良く波乗りで
きちゃいます！！

サーフィンの波乗りを

イメージして作った

パイプラインで撮影。

（サロン内）

No.1

ハワイのサンセットでふたりだけのロマンチックな時間を
思い出に残せるプランです。
※含まれるものはオリジナルビーチフォトプランと同様。 

（1日1組限定）

撮影場所 サロン（パイプライン）、ビーチ（アラモアナビーチ周辺）
所要時間 約4時間

撮影開始時間 19時前後（撮影時期により開始時間が変動致します）

撮影場所 サロン（パイプライン）、ビーチ（アラモアナ周辺）、ホテル�or�パーク�or�タウン　 所要時間 約4時間
撮影開始時間 14：00／16：00　1日2組（ホテルお迎え約2時間30前） ※お申し込み時に撮影場所（1・2・3のいずれか）をご指定下さい。

1ホテル�2ワイキキタウン�3パークでのお好きな一ヶ所での撮影が可能です。
※含まれるもの・撮影開始時間・所要時間はオリジナルビーチフォトプランと同様です。　※ビーチでの撮影はございません。
※お申し込み時に撮影場所（1・2・3のいずれか）をご指定下さい。

ロケーションフォトプラン 1・2・3共通¥59,000（1組）アルバム“メケアロハ”付 ¥78,000（1組）

1�ホテル �

＋ビーチ＋サロン（パイプライン）
憧れのホテルで…
◦ ホテルは宿泊ホテルに限ります。 
（ワイキキ・カハラ・アラモアナ地区対象）

◦ ロイヤルハワイアンホテルは４泊以上の
方のみ。

2�ワイキキタウン �

＋ビーチ＋サロン（パイプライン）
オシャレな街中で…
◦ 交通を止めての撮影や、歩行者の迷惑に

なるような撮影は出来かねます。

3�パーク&ダイヤモンドヘッド�

＋ビーチ＋サロン（パイプライン）
緑溢れるパークで“ダイヤモンドヘッド”をバックに…
◦ パークはカピオラニパークを使用。  
（但し、現地事情により使用できない場合は他の

パークでの撮影になります。その際はダイヤモンド
ヘッドをバックに撮影できない場合があります。）

¥78,000（1組）

¥59,000 （1組）

アルバム“メケアロハ”付き

オリジナルビーチフォトプランを2組同時に撮影します♪
お友達同士やご家族と旅行の記念にいかがでしょうか。
ヘアメイクやカメラマンは2人、送迎バン1台に2組同乗。

わいわいフレンズフォトプラン ¥57,000（1組）

アルバム

オリジナルビーチフォトプラン
迷ったらこれ!  お得な大人気プランです♡

サンセットフォトプラン
New!! 世界一の夕陽がふたりをよりいっそう美しくする

欲張りビーチフォトプラン
3ヶ所で撮影できる大人気プラン

¥92,000（1組）

1・2・3共通¥73,000（1組）

アルバム
“メケアロハ”付き

¥102,000（1組）

¥83,000 （1組）

アルバム“メケアロハ”付き

2組同時でさらにお得

新登場

女の子はムームー、

　　  男の子はアロハ♪

オリジナルコース限定オプション

女性に嬉しいオプション新登場♪��撮影データ（CD-R）を
美肌に編集してからお届けします（新婦様のみ）。より美しい
仕上がりに…♡��撮影後２〜３週間後にご自宅へお届け。

美肌加工編集
各プラン料金+�¥29,000

Option
オプション

ビーチでの撮影はもちろん！！��撮影場所がホテル、ワイキキタウン又はパークから選べる嬉しいプランです。

No.3

パイプライン（サロン内）

ハワイ初！
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◦ 教会名／ホノルル チャ－チ・オブ・ゴッド ◦所在地：822 COOLIDGE STREET HONOLULU HI 96826
◦アクセス：ワイキキから車で10～15分位 ◦収容人数：150人　◦バ－ジンロ－ド：赤（15m）　◦ステンドグラス：なし
◦音楽：オルガン（但し、挙式申し込みカップル様のみ対象）　◦撮影可能日：月～金曜（11：00／12：00／13：00） ※但し祝祭日は除く

シャツ

燕尾服

ベスト

シューズ

タイ

ポケットチーフ

オリジナルコース、スペシャルコース両コースの全てのプランに含まれます。（下記内容と異なる場合は、各プラン欄をご参照ください）
造花ヘッドピース

又はティアラ

ヘアメイク

造花ブーケ

ショートベール

レンタルドレス

シューズ又は
サンダル

全プラン共通内容
◦�レンタルドレス＆�基本の小物付き�
（プラン用に約200着ご用意）
◦�レンタルタキシード＆基本の小物付き�
（黒の燕尾服）
◦新婦ヘアメイク
◦�撮影データ80カット（CD-R）
� ◦�選べる特選ビーチフォトプラン・ワイマナロ
ビーチフォトプランは100カット

� ◦カカアコストリートフォトプランは70カット�
� �※ お届け前にご出発の場合、裏面（データのお届け

欄）参照。

◦撮影用小物レンタル
◦�造花ブーケ＆ブートニアレンタル�

下記は一例です。現地にてお選び下さい。

◦�送迎（ホテル～サロン～撮影場所間）  
ホテルはワイキキ・カハラ・アラモアナ地区対象
◦州税

オリジナルコース

お客様にご用意して頂くもの
ドレス用下着又は肩紐が外れるタイプの下着

（白又はベージュ）でOK!新 婦  靴下・半袖下着（白）新 郎

全プラン共通で含まれるもの
これだけ含まれているのでお得＆安心

¥118,000（1組）

¥99,000（1組）

アルバム“メケアロハ”付き

ラニカイビーチラニカイビーチ

ワイマナロビーチワイマナロビーチ

ダイヤモンドヘッドダイヤモンドヘッド

ワイキキワイキキ

カイルアビーチカイルアビーチ

海の色の綺麗さで全米ベストビーチに選ばれたラニカイ・カイルア、大人気のワイ�
マナロから1ヶ所のビーチを選び撮影出来るプレミアムプラン♪� �
しかもサロン〜ビーチ間は往復リムジン送迎♪
※お申込み時に撮影ビーチをご指定下さい。カイルアビーチは土曜撮影不可。

撮影場所 サロン（パイプライン）  
東海岸のビーチ（ラニカイ、カイルア、ワイマナロのいずれか）

所要時間 約5時間
撮影開始時間 11：00／13：00  1日2組（ホテルお迎え約３時間前）

※画像は全てイメージです。

¥94,000（1組）

¥69,000（1組）

アルバム“ホク”付き

ハワイ初！�ビーチでの撮影にスタジオチャペル撮影を組み
合わせました。ビーチに移動する前にサロン２階のチャペル�
にて撮影。汗をかく前の一番美しい自分が残せます♪
しかも生花フラワーシャワー、ケーキカットシーン撮影、カフェショットも�
付き…。合わせて５ヶ所での撮影を楽しめる夢のスペシャルプランです。

追加一ヶ所撮影♪
（時間は30分延長・35カット追加になります）

選べる特選ビーチ
フォトプラン

限定オプション

★スケジュール★�
サロン―（バン）―ホテル又はパーク又は�
カイルアタウン―（リムジン）―ビーチ―�

（リムジン）―サロン―（バン）―ホテル
※ホテル・タウン・パークでの諸注意事項は欲張り
フォトプラン欄をご参照下さい。

フォトプラン料金＋￥19,000

フォトプラン料金(ワイマナロを除く）
＋￥24,000

ホテル or パーク撮影追加

カイルアタウン撮影追加

お客様の声から生まれた大人気オプション！
選べる特選ビーチフォトプランに追加で
一ヶ所（宿泊ホテル�or�カピオラニパーク
or�カイルアタウン）撮影が可能に。
お申込み時にお好きな撮影場所を
お選び下さい♪

¥120,000（1組）

¥95,000（1組）

アルバム“ホク”付き

No.1

撮影場所 教会（ホノルル・チャーチ・オブ・ゴット）、ビーチ（アラモアナ周辺）　 所要時間 約4時間30分
撮影開始時間 11：00／12：00／13：00　1日3組（ホテルお迎え約2時間30分前位）

※プルメリアチャペル、ケーキカット、シャワーフラワー、カフェショットは含まれません。
※教会行事等の都合により撮影日時が変更になる場合がございます。

「やっぱり教会で式を挙げたい!」という方へ

教会ウェディング
ビーチ＋教会
フォトプラン

限定オプション
“真っ白”“小さい”“可愛い”と評判の教会での挙式はいつまでも心に残ること間違いな
し!��地元の方にも愛されるアットホームな教会なので新郎新婦はリラックスして挙式を
することができます。

［￥59,000に含まれるもの］
◦牧師様への謝礼　◦音楽：オルガン　◦教会コーディネーター

［取り消し料金］
◦挙式日33日前から￥59,000の60％　◦挙式日10日前から￥59,000の全額
※このプランでビーチ挙式をご希望の場合、内容・料金はオプション欄参照

選べる特選ビーチフォトプラン プルメリアビーチフォトプラン

ビーチ＋教会フォトプラン

ラニカイ・カイルア・ワイマナロビーチから選べる！ 5ヶ所での撮影が可能に。
一番美しい自分が残せる嬉しいプラン♡

「純白の教会で大切な思い出を残したい」

当社
のみ

No.2 No.2

フォトプラン料金＋
￥59,000

※ドレス・タキシード・小物についての詳細は裏面参照

ラニカイ

カイルアワイマナロ

サロン～ビーチ間はリムジン送迎┰データも100カットと大幅にアップ♪

ホテル

カイルアタウン パーク

ハワイ初！��ビーチと教会での撮影を組み合わせたプラン。
静寂な空気の中にたたずむ教会での撮影が人気！
★スケジュール★�
ホテル―サロン―教会での撮影（約15分）―
ビーチで撮影（約20～30分）―サロン―ホテル

撮影場所 サロン（チャペル、ケーキカット、フラワーシャワー、カフェショット） 
ビーチ（アラモアナビーチ周辺）

所要時間 約3時間45分
撮影開始時間 10：00／11：00／12：00／13：00／14：00／15：00／16：00

1日7組（ホテルお迎え約2時間30分前位）

NEW

スペシャルコース
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※画像は全てイメージです。

¥99,000（1組） アルバム“ホク”付き ¥124,000（1組）

Special course

¥99,000（1組）

¥74,000（1組）

アルバム“ホク”付き

アラモアナ地区の西、近年開発が進み人気急上昇中の
カカアコ地区での撮影プラン。ご新婦様はカラードレス、ご新郎様は白タキシードを着
て、地元アーティストたちが描いたウォールペインティングや海をバックに撮影♪

撮影場所 カカアコ地区（タウン・パーク）　 所要時間 約4時間
撮影開始時間 15：00　1日1組（ホテルお迎え約2時間30分前位）

※プルメリアチャペル、ケーキカットシーン、フラワーシャワー、カフェショットは含まれません。
※CD-R約７０カットでのお渡しとなります。
※カラードレスは約100着の中からお選び頂けます。（5号～23号）

カラードレスでオシャレな街へ出発♪

カカアコストリートフォトプラン

ハワイのビーチで撮影したい!  本場の教会でも撮影したい！
そんな方にオススメ!  ハワイ初のスタジオチャペルや教会撮影ができるコース！

ビーチ以外に、スタジオチャペル・ケーキカット・フラワーシャワー・
カフェショットでの撮影も付いた豪華コース!
※ビーチ＋教会フォトプラン、カカアコストリートフォトプランには含まれません。
※モアナルアガーデンフォトは、チャペル・フラワーシャワーのみ含まれます。

カフェショット

可愛いテーブル・イス・小物
でオシャレなカフェの雰囲
気を再現♪  デートをして
いる時のような自然体な
お二人の様子を残します♡

 フラワーシャワー

憧れの生花フラワーシャ
ワーはおふたりの幸せを祈
るおまじない♪ サロンの
スタッフがフラワーシャワー
のお手伝いを致します。

ケーキカットシーン

結婚式と言えばコレ！！
ケーキカットは残しておき
たいワンシーンです♡
※ ケーキはイミテーションにな

ります。

プルメリアチャペル

◦収容人数／約10名
◦バージンロード／約5m
※チャペルはサロンの2Fに
ある撮影用のスタジオチャペ
ルです。

スペシャルコース

スペシャルコース
限定の追加内容

アルバムは現地でもお買い求め頂けます♪
※現地販売価格は日本円販売価格と異なります。（現地$払い） 

※アルバムのスピード仕上げはございません。

デジタルアルバム“ホク”…¥29,000

ビーチフォト専用に特別に作られた
人気のアルバム！

プランと同時申込で、なんと￥4,00
0引き♪

◦12.5×17.5cm／10ページ 約20カット

◦撮影翌々日夜にホテルへ

◦郵送の場合$60（現地払い）／スピード仕上げ不可

ハードカバー“ラウレア”…￥49,000

持ち歩きにベストなサイズなので

ご家族やご友人への報告に
オススメ☆
◦15×15cm／20ページ約30カット

◦撮影約2ヶ月後にご自宅へお届け

ハードカバー“アヌイヌイ”…￥49,000

光沢ラミネート加工＆半透明のケース
付♡

傷が付きにくく保存性に優れていま
す♪

◦18.5×18.5cm／10ページ約20～30カット

◦撮影約3週間後にご自宅へお届け

お安く
なりました

New!!

新 婦  カラードレスに♪
新 郎 白タキシード＆ヘアセット付き★

カカアコストリート

フォトプラン限定

樹齢１００年を超えるモンキーポットの大樹の下で
二人の愛のカタチを思い出に。
差し込む木漏れ日が新婦様を、より一層美しく演出します。

撮影場所 サロン（チャペル、フラワーシャワー）、モアナルアガーデン
所要時間 約5時間　 撮影開始時間 10：00／13：00　1日2組（ホテルお迎え約2時間30分前位）

※ビーチ・ケーキカット・カフェショットでの撮影はございません。

この～木何の木♪  大樹の下で素敵なフォト

モアナルアガーデンフォトプラン
New!!

¥149,000（1組） アルバム“ホク”付き ¥174,000（1組）

撮影場所 サロン（チャペル、ケーキカット、フラワーシャワー、カフェショット）、ビーチ（ワイマナロ）
所要時間 約5時間

撮影開始時間 10：00／12：00／13：00　1日3組（ホテルお迎え約2時間30分前位）

ワイマナロビーチフォトプラン

全米ベストビーチTOP10★にランクインする
穴場ビーチ

1�前日衣裳合わせが無料で可能に♪ 
12：00／13：00／15：00 スタート（ホテルお迎えは15分前位）

2選べるレンタル造花ブーケが約１０種類アップ。
3リムジン送迎にグレードアップ！（サロン～ビーチ間）
4データは100カットに大幅アップ！

しかも嬉しい!!

4大特典付き

エメラルド色に輝く海と、
どこまでも続く白い砂浜で最高の瞬間を…。
近くには緑が綺麗な森もあり、
一味違った雰囲気のシーンでの撮影も♪

1リムジン送迎（サロン〜ビーチ間）
2撮影コーディネーター付♪

モアナルアガーデン

フォトプラン限定

お安く
なりました

アルバム

新登場

お申し込み 撮影の10日前まで
手配可能日 月〜土（祝祭日7/4、5/25、9/7を除く）�※ビーチ＋教会フォトプランは月～金

キャンセル規定 7日前より全額�※モアナルアガーデンフォトの場合は14日前より全額、教会挙式の場合は該当欄参照
現地サロン マサコフォーマルズ

［チャペルデータ］
◦ 教会名／カイルアユナイテッドメソジスト
◦所在地：1110 Kailua Road Kaikua.,HI ◦アクセス：ワイキキから車で約40分
◦収容人数：約200人 ◦バージンロード：赤／15m 
◦ステンドグラス：なし ◦音楽：オルガン、シンガー
◦撮影可能日：月～金曜（10：00／12：00／13：00） ※但し祝祭日は除く

カイルアユナイテッドメソジスト教会での
撮影を追加（時間は30分延長・

カット数変わらず）

ワイマナロビーチ
フォトプラン

限定オプション
ワイマナロビーチに加え教会での撮影ができるオプションです。
カイルアの自然に囲まれ、落ち着いた雰囲気の教会です。
※ こちらのオプションをお申込みの場合、ワイマナロビーチフォトプランに含まれるチャペ

ル、ケーキカット、フラワーシャワー、カフェショットの撮影はなしになります。
※フォトブースでの撮影（下記追加オプション）との組み合わせは出来かねます。

フォトブースでの撮影を追加
（時間・カット数変わらず）

花嫁に大人気のフォトブースが初登場♪
おしゃれに可愛く…♡�素敵な写真を残しませんか？
◦各ブースで利用できる撮影小物は1点までです。
※カイルアユナイテッド教会での追加（上記オプション）との
組合わせは出来かねます。

フォトプラン料金＋￥13,000
フォトブース1 フォトブース2

フォトブース3 フォトブース4

4つのブース全てで撮影♪人気急上昇★

フォトプラン料金＋￥26,000

No.3
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※画像は全てイメージです。

■現地にてお申込み＆お支払い
オリジナルコース スペシャルコース

ドレスグレードアップ $200～ $100～ 追加料金にて基本のドレスをグレードアップします。現地サロンにてお選び下さい。

タキシードグレードアップ $70～ $100～ プラン内の黒燕尾服をグレードアップ。
白の燕尾服やグレーのモーニング・フロックコートなどご用意しています。

ドレスの小物のグレードアップ $20～ $30～ 追加料金にて、基本の小物をグレードアップします。現地サロンにてお選び下さい。

データのスピード仕上げ／郵送 $40／$40 $60／$40※ データのお届け（撮影翌々日夜）前にご出発の場合は申込必須。裏面注意事項欄参照
※アルバム“ホク”をお申込みの場合の郵送料は＄60（スピード仕上げ不可）

撮影枚数追加 30カット $65 50カット $90 60カット $200
カメラ持ち込み $20 $20 台数制限なし。カップル様のみ。（同行者様がお持ち込みの場合は無料）裏面注意事項欄参照。

「日本では乗れないリムジンに乗りたい」「フォトならやっぱり生花ブーケ！」 そんなご希望にお応えして様々なオプションをご用意。
■日本にてお申込み＆お支払い　※WD＝ウェディング（挙式）

※$表示のオプションは全て別途州税（4.712％）がかかります。※フォトプランによって、所要時間が異なる為、一部オプションは料金が異なります。※お申し込み後のオプションのキャンセルは、撮影日の7日前より全額かかります。（ビーチ＋教会フォトプランの
教会ウエディングをお申込みの場合は該当欄参照） ※現地サロンでのお支払いには、US$の現金・トラベラーズチェック・クレジットカードがご利用頂けます。※オリジナルコース・スペシャルコース共にVISA、MASTER、JCB利用可能（さらにオリジナルコース
はダイナースも、スペシャルコースはアメックス、ディスカバーも利用可能です。）

コース名 オリジナルコース スペシャルコース
プラン名

オリジナル
ロケーション
サンセット

欲張り
フォト

特選ビーチ
フォト

特選ビーチ＋
追加一カ所

プルメリア
フォト

ワイマナロ
フォト

ワイマナロ＋
カイルア教会

ビーチ＋
教会フォト

カカアコ
フォト

モアナルア
フォト

DVD（約10分編集）
★は15分編集／☆は20分編集
※撮影の翌々日夜以降にホテルへお届け

￥44,000 ￥54,000★ ￥56,000 ￥63,000★ ￥44,000 ￥59,000 ￥59,000★
￥59,000★
WD付き

￥67,000☆
￥44,000 ￥59,000★

リムジングレードアップ（サロン～撮影場所間）
￥26,000 ￥32,000 プランに含む

プラン欄参照
プランに含む
プラン欄参照 ￥27,000 プランに含む

プラン欄参照
プランに含む
プラン欄参照

￥34,000
WD付き
￥39,000

￥34,000 プランに含む
プラン欄参照

生花ブーケ（ブートニア付）
右記の中からお選び下さい。

￥18,000 ￥20,000 ￥18,000 ￥20,000

生花ハクレイ　ブーケの申込必須・ブーケと同じ花材を使用 ￥14,000 ￥15,000 ￥19,000 ￥20,000
お得な3点セット

〈含まれるもの〉ブーケ・ハクレイ・リストレット ￥36,000 ￥40,000 ￥39,000 ￥40,000

美肌加工編集（新婦様のみ） 
美肌編集をしてからCDデータをお渡し。2～3週間後
にご自宅へ郵送。 ※撮影枚数追加（別途オプション）をお申し込み
の場合の料金はお問い合わせ下さい。※ご新郎様も美肌加工編集可能で
す。料金はお問い合わせ下さい。※お渡しする全データが対象（但し、画像の
内容によっては変化が感じられる程の編集ができない場合もございます。）

￥29,000
 ※ 現地でもお申し込み頂けます。（現地$払い） 

 帰国後のお申込み不可。

￥39,000
※ 現地並びに 

帰国後の 
お申込み不可

￥44,000
 ※ 現地並びに帰国後の 

お申込み不可

￥39,000
 ※ 現地並びに帰国後の 

お申込み不可

新郎ヘアセット
おしゃれなご新郎の為に…♪ ￥5,000 ￥10,000

前日衣装合わせ
撮影前日に衣装を見たい・着たい方にオススメ
ホテル～サロン間の送迎込

￥10,000
15：00／16：00／17：00開始（ホテルお迎え15分前頃）

但し現地事情により変わる場合もございます。

￥10,000
12：00／13：00／15：00開始（ホテルお迎え15分前頃）

但し現地事情により変わる場合もございます。

ベビーシッター（撮影時にお世話）
※同行者が3歳以下のお子様のみの場合には必ずお付け下さい

￥17,000 ￥20,000 ￥29,000 ￥35,000
￥34,000
WD付き
￥37,000

￥41,000
WD付き
￥44,000

￥41,000
￥34,000
WD付き
￥37,000

￥34,000 ￥41,000

ピンク＆ホワイト
ラウンド

ホワイトローズ＆
ブルーデルフィニューム

アンセリュームと
カーネーションのクラッチ オレンジローズ

ブルー＆ホワイト
ラウンド

ピンクローズ＆
スプレーローズ ピンクローズ ホワイトローズと

デルフィニューム

オレンジカラーとバラの
デンドロビューム

ピンクローズと
カーネーション

ホワイトカラーのバラとグリーン
カーネーション＆デンドロビューム

レッドローズと
アンセリューム

ホワイト／
ラウンド

オレンジローズ＆
ハイプリシューム

オレンジ＆ホワイト
ラウンド

パープルローズ＆
ピンクモカラ

当社オリジナルの
新商品

Option
オプション

ウェディングオプション
「結婚式は高いから…」と諦めていたアナタに！
ビーチ、パーク、教会等に牧師を呼んで
憧れのウェディングをしませんか？
映画のワンシーンのような最高な瞬間を…。

＋￥30,000〜で夢が叶う！

〈含まれるもの〉各フォトプランに加えて…
オリジナルコース・スペシャルコース共通

牧師様への謝礼・結婚証明書（法的効力なし）
オリジナルコースのみ

上記に加えて、記念のフォリオ（写真サイズ12.5㎝×17.5㎝を3枚入れたもの）
〈所要時間〉スペシャルコースは、各プランの所要時間より15～20分延長

※教会で本格挙式をご希望の方はビーチ＋教会フォトプラン欄参照　※ホテル・タウンでの挙式は不可

※料金はお問い合わせください。

ウェディングにかかせない

ミュージシャンもオプションで

付けられます♪

永遠の誓いをした、その瞬間の“思い”や“雰囲気”を
いつまでも色あせることのない思い出に…。
オプションでDVDも追加できます♡

幸せな時間を

動画で残せます♪♪

■オプショナル追加代金

ホームページにて実際の挙式風景公開中♪♪

新郎ヘアセット

ハクレイ

リストレット

ブーケ

お得！！ 3点セットをご用意！！

当社オリジナルです♪
（詳しくは下記参照）

New!!

下記オプション（DVD）欄参照。

オリジナルコース スペシャルコース
・オリジナル  ・ロケーション
・サンセット 欲張りフォト 特選ビーチフォト 特選ビーチ＋

追加一カ所 プルメリアフォト ワイマナロフォト ワイマナロ＋
カイルア教会

ビーチ＋
教会フォト カカアコフォト モアナルアフォト

ビーチ
￥30,000

ビーチ
￥30,000 ビーチ

￥40,000

ビーチ
￥40,000

ビーチ
￥49,000

ビーチ
￥58,000

ビーチ
￥58,000

ビーチ
￥49,000 ウェディング

不可
ウェディング

不可パーク
￥30,000

パーク
￥30,000

チャペル
￥34,000

チャペル
￥34,000

教会ウェディング
不可

教会
￥59,000
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データのお届けについて
◦ 撮影翌々日の夜に、ご宿泊ホテルへお届け。ホテルのベルサービスを通して行います。  

お部屋でお待ち頂く必要はございません。（時間の確約不可）
◦ お届けはワイキキ・カハラ・アラモアナ地区対象。その他の地区の場合は郵送又はお客様サロンへの 

来店受け取りになります。
◦ 撮影翌日又は翌々日がチェックアウト日で、滞在中にお渡しのデータをお受け取り出来ない場合、郵送

又はスピード仕上げのお申込みが必要です。

雨の場合

同行者について

ホテルへお送り
撮影終了後、サロンへ戻りお着替え。
その後ホテルへお送り。

注意事項（重要ですので、必ずお読みください）

●撮影の10日前までにお申込みください。但し、1日の撮影組数が限定されている為、予約状況により承れ
ない場合もございます。
●パンフレットに記載されている料金は、日本円表示のものは全て日本にてお申込み・お支払い、ドル表示のもの
は全て現地にてお申込み・お支払いとなります。尚ドル表示のものは全て別途州税（4.712％）がかかります。
●撮影ビーチ（及びビーチ内撮影場所）の選択は原則としてカメラマンの裁量となります。通常オリジナル
コースはマジックアイランドやアラモアナ・イリカイビーチ等にて、スペシャルコースはマジックアイランドや
アラモアナビーチ等にて撮影します。現地事情等によりビーチでの撮影が出来ない場合、他の場所（ホテル
等）での撮影、撮影日時の変更、中止を行う場合があります。	
※お客様による撮影場所の指定は承れません。※中止の判断はこちらでさせて頂きます。この場合、サービ
スの提供が出来なかった部分の代金は全額お返し致します。尚お客様の事情によるキャンセルは、キャンセ
ル料が発生致しますのでご了承下さい。
●お客様の送迎区間：ホテル〜サロン〜撮影場所間（ホテルはワイキキ・カハラ・アラモアナ地域対象）	
※現地事情によりホテル〜サロン間の送迎は他のお客様と混載になる場合がございますので予めご了承
下さい。
●撮影後のお送りをホテル以外（ショッピングセンター等）にも変更可能です。当日の打ち合わせ時にお申し
込み下さい。※追加料金不要…ワイキキ・カハラ・アラモアナ地区対象（カハラ地区は宿泊者に限る）。
●お客様のご都合による変更や延長は追加代金がかかります。予めご了承ください。
●現地事情により、撮影場所・日時・商品内容・価格・適用条件が変更になる場合がございます。

●ハワイにはチップの習慣がございます。料金にチップは含まれていません。	
（チップの目安：美容師、カメラマン、コーディネーター等それぞれに約$10〜$20）
●撮影当日の撮影コーディネーターは、ドライバーが兼ねる場合もございます。（オリジナルコースのみ）	
※撮影コーディネーターが付くもの　	オリジナルコース 全プラン　スペシャルコース モアナルア
		（但し、ウエディングオプションをお申し込みされた場合は、プルメリア・ワイマナロビーチフォトプランにも	
コーディネーターは付きます。）
●お客様が撮影場所に撮影機器を持ち込み、撮影する場合は持ち込み料としてカメラ＄20／ビデオカメラ＄40
（現地払い・台数制限なし）を別途頂きます。同行者が撮影場所に撮影機器を持ち込み頂く場合は持ち込
み料はかかりません（両コース共に）。尚、持ち込まれた機器による撮影のお手伝い等は承っておりません
ので、ご了承ください。
●お荷物・貴重品はお客様ご自身での管理をお願い致します。盗難・紛失・置き引き等の被害につきまして
は、当社並びに現地催行会社では一切の責任を負いかねます。
●お渡しするCD-Rやアルバム等に欠損・欠陥等があった場合は、当社が責任を持ってお取替え・お届けし、
それをもって補償の限度とさせて	頂きます。
●お申込みされたオプションのサービス提供がなされなかった場合、当社はお客様が支払われたオプション
代金相当の金額を限度として補償金を支払います。
●含まれる内容のものをご利用頂かない場合でも、返金はございません。
●このパンフレットの掲載写真は全てイメージになります。

スケジュールのご案内

お客様より
サロンへ
お電話を頂きます。
当日のスケジュール、オ
プション等の確認を行
います（数分で終了）。
※サロンにお越し頂く必要
はございません。

ご宿泊ホテルへ
データのお届け
※ データのお届け欄参照

前日

翌々日
夜

同行者もご一緒に撮影が可能です。（追加料金なし）
同行者が３歳以下のお子様のみの場合は、
必ずベビーシッターをお申込み下さい。
（料金はオプション欄参照）
※成人の方の同行者がいる場合は不要。

カップルの送迎バンには同行者4名様まで
同乗可能です。5名様以上の場合やわいわ
いフォトプランへ同行をされる場合は別途
送迎リムジンが必要です。

オリジナル
コース

日本への郵送…＄40、スピード仕上げ…＄40
（撮影当日の夜又は翌日の夜に宿泊ホテルへお届け）
※CD-Rとフォトスライドショー（DVD）は合せて$40となります。

オリジナル
コース

カップルの送迎バンには同行者3名様まで
同乗可能です。4名様以上の場合は別途送
迎リムジンが必要です。

スペシャル
コース

日本への郵送…＄40、スピード仕上げ…＄60（翌日の夜に宿泊ホテルへお届け）
※ アルバム“ホク”をお申込みの方で滞在中のお受け取りが出来ない場合の郵送料は$60  
（スピード仕上げ不可）

スペシャル
コース

　　　　　　　　　　ドレス・タキシード・小物について

◦ プラン内レンタルドレスは全サイズ（日本サイズ5号から20号）合わせ約200着をご用意して 
います。（各サイズに200着有ると言う意味ではございません。）  
※カラードレス（カカアコビーチフォト）の場合は（5号〜23号）合わせ約100着。

◦プラン内レンタルタキシードはS～3Lサイズをご用意しております。（黒の燕尾服）	  
　 ※衣裳のサイズが該当されない方は事前にお問い合わせください。グレードアップ、もしくは衣裳持ち込み
（持込料$130お客様負担）をして頂く場合がございます。

◦下着のレンタル及び販売はございません。
◦ドレスは全てのデザインに全てのサイズのご用意はございません。
◦ 掲載しているプランでは衣裳を日本で試着・予約する事は出来ません。現地にてお選び 

下さい。
◦ 衣裳持ち込みの場合、持ち込み料として$130かかります。ドレスのみでもタキシードのみで

も、両方でも$130（現地払い）。尚、衣裳持ち込みの場合でも、プランに含まれる小物はご利
用頂けます。

プラン内に含まれる衣装関連小物は以下の通りです。
◦ ご新婦様：ショートベール・造花ヘッドピース又はティアラ・一連のパー
ルネックレス＆一粒パールイヤリング・パニエ・シューズ又はサンダル

◦ ご新郎様：シャツ・タイ・ポケットチーフ・ベスト・シューズが含まれ
ます。	※オリジナルコースはカフスセットも含む

ドレス・タキシード・小物は現地にて追加料金でグレード
アップ可能です（オプション欄参照）。
尚、このパンフレットに掲載されて
いる写真にあるドレス・タキシー
ド・小物は、プラン内のドレス・タ
キシ－ド・小物とは限りません。

衣裳について
グレードアップについて衣裳関連小物

グレードアップで
　 さらに綺麗に♪

ビーチでの撮影が出来ない場合、他の場所（ホテル等）での撮影、撮影日時の変更、中止を行う場合が 
あります。
※お客様による撮影場所の指定は承れません。  ※中止の判断はこちらでさせて頂きます。この場合、代金は全額お返し致し
ます。尚お客様の事情によるキャンセルは、キャンセル料が発生致しますのでご了承下さい。

◦ 送迎について  
カップルの送迎車へ同乗する場合は、
カップルと同じ時間に、同じ場所（カッ
プル宿泊ホテル等）へお越し下さい。

Hawaii Wedding
ビーチフォトプラン

ホテルお迎え
サロンスタッフがお客様のご宿泊ホテルへ
お迎えに…。 ※各プラン欄参照

撮影の約2時間半～3時間前位

約1時間

撮影
撮影場所へ移動し、
撮影スタート★ 約1時間

ヘアメイク
サロンにて、打ち合わせ＆
ヘアメイクスタート♡

約1時間

当日

フォトプロップやガーランド等をご用意しています。現地にてお選び下さい。
オリジナルコース 撮影用小物を持ち込む場合、持ち込み料はかかりません。
スペシャルコース
撮影用小物を持ち込む場合
◦ 2個まで：持ち込み料不要
◦ 3～4個まで：＄３０（現地払い）
◦ ５個以上：お問い合わせ下さい。

撮影用小物

※別途送迎リムジンの料金・スケジュールはお問い合わせください。
※尚、幼児並びにベビーシッター、コーディネーターも1名として数えられます。

オプションで送迎をリムジンに

グレードアップすることも可能です♪

●プラン等へのご質問は下記電話にても承っております。

（株）アメリカンホリデーズ
TEL 03-5472-7323

営業時間 月～金／10：00～18：00 
土／10：00～17：00（日・祝日は休み）

www.american-holidays.co.jp/
アメリカンホリデーズ 検索

スマホ専用サイトはこちら♪

※画像は全てイメージです。

衣裳合わせ
サロンにて衣装合わせ♪
※前日衣装合わせをお申し込
みの方は前日に行います。

小物の一例です♪


