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¥59,000～ハワイ 　ビーチフォトプラン

HawaiiHawaiiHawaiiHawaii
〈期間〉2016年

4月～2016年
9月

撮影10日前
までにお申込

みください。

l♪

専
門
店
だ
か
ら
安
心
♡

業
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
内
容
&
価
格
。

業
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
内
容
&
価
格
。

業
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
内
容
&
価
格
。

業
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
内
容
&
価
格
。

専
門
店
だ
か
ら
安
心
♡ 

業
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
内
容
&
価
格
。



p2

撮影の10日前まで
月～土（祝祭日7/4を除く）
※カイルアは土曜不可

7日前より全額
レイウェディング

お申し込み
手配可能日

キャンセル規定
現地サロン

【撮影場所】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）

世界一の夕陽がふたりをよりいっそう美しくする

1日1組限定！ 日中の撮影にサンセット撮影も加えて
ロマンチックな思い出を残しませんか？
●撮影場所：ビーチ（アラモアナビーチ周辺）　●時間：19時前後 （撮影時期により開始時間変動致します）

O R I G I N A L  C O U R S E
オリジナルコースオリジナルコース

オリジナルビーチフォトプラン

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！

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！

「ドレスを着て海で写真が撮りたい！」
衣装・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。

¥57,000
（1組）

2組同時申し込みならさらにお得！
友達や家族を誘って是非！
ヘアメイクやカメラマンは2人、
送迎バン1台に2組同乗して頂きます。

わいわいフレンズ
フォトプラン

2組同時でさらにお得

【撮影場所】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2時間50分前位）

選べる特選ビーチフォトプラン

全米ベストビーチに選ばれたラニカイ・カイルア、
ワイマナロから１ヶ所のビーチを選び撮影できるプ
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】ビーチ（アラモアナビーチ周辺）　
※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。
★1日6組（ホテルお迎え約2時間30分前位）

わいわいファミリーフォトプラン
お子様の衣装レンタルと
記念フォリオが付きます。

【撮影場所】ビーチ（アラモアナ周辺）、ホテル or パーク or ワイキキタウン or ダウンタウン
【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20分前）
※お申し込み時に撮影場所（❶・❷・❸・❹のいずれか）をご指定下さい。

欲張りビーチフォトプラン
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、パーク、

ダウンタウンから選べる嬉しいプランです。

¥75,000（1組）
¥104,000（1組）

ワイマナロ

カイルア

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

ラニカイ

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or
ワイキキタウンorダウンタウン）
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♪

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

ホテル パーク カイルアタウン

ワイキキタウン ダウンタウン

¥47,000フォトプラン料金＋

ホテルorパーク撮影追加

¥64,000フォトプラン料金＋
（ワイマナロを除く）

カイルアタウン撮影追加

¥47,000フォトプラン料金＋

ワイキキタウン撮影追加

ダウンタウン撮影追加

❶ホテル ❷ワイキキタウン ❸パーク ❹ダウンタウンでの
お好きな一ヶ所での撮影が可能です。
※内容・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。

※ダウンタウン撮影は   ￥94,000
アルバム付き ￥123,000

ロケーションフォトプラン
欲張りビーチフォトプラン 限定アレンジ ¥59,000❶・❷・❸共通

¥88,000

撮影の10日前まで
月～土（祝祭日、5/30、7/4を除く）
※ビーチ＋教会フォトプランは月～金

7日前より全額

お申し込み
手配可能日

キャンセル規定

現地サロン

【撮影場所】サロン（チャペル、ブースフォト、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）

スペシャルコース

プルメリアビーチフォトプラン

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！

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。
ビーチ撮影に、チャペル・カフェショット・
生花のフラワーシャワー・ブースフォト撮影が付いています♪
5つの撮影シーンを楽しめる大満足プランです。

【撮影場所】教会（ホノルル・チャーチ・オブ・ゴッド）、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、フラワーシャワー、ブースフォト撮影は含まれません。
※教会行事などの都合により撮影日時が変更になる場合がございます。　※牧師様はおりません。

【撮影場所】サロン（チャペル、フラワーシャワー、カフェショット、赤レンガ前）、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
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…。
近くにある緑が綺麗な森で、
一味違った雰囲気のシーンでの撮影も♪

「やっぱり教会で式を挙げたい!」という方へ

¥64,000フォトプラン料金＋

ビーチ＋教会フォトプラン限定オプション

【撮影場所】ビーチ（アラモアナビーチ周辺）＋カカアコ地区（ストリートアート）　
【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）

カカアコストリートフォトプラン

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。
ビーチだけでなく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】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）
【取り消し料】撮影日33日前からプラン料金の50％、15日前から全額

モアナルアガーデンフォトプラン

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。

※プルメリアチャペル、ブースフォト、フラワーシャワー、カフェショットは含まれません。

教会ウェディング

モアナルアガーデンフォトプラン限定
❶ リムジン送迎（サロン～撮影場所間）
❷ 撮影コーディネーター付♪

❶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）
❷選べるレンタル造花ブーケが
　約10種類アップ。
❸リムジン送迎にグレードアップ！
　（サロン～ビーチ間）

しかも嬉しい!! ３大特典付き

¥59,000（1組） ¥88,000（1組）¥88,000アルバム
“メケアロハ”付き

¥99,000（1組） ¥128,000（1組）¥128,000アルバム
“メケアロハ”付き

アルバム
“メケアロハ”付き

アルバム
“メケアロハ”付き

¥75,000（1組） ¥104,000（1組）¥104,000アルバム
“メケアロハ”付き

¥69,000（1組） ¥98,000（1組）アルバム
“ホグ”付き ¥99,000（1組） ¥128,000（1組）アルバム

“ホグ”付き

¥99,000（1組） ¥128,000（1組）アルバム
“ホグ”付き

¥199,000（1組） ¥228,000（1組）アルバム
“ホグ”付き

女の子はムームー、男の子はアロハ♪

Sunset Photo サンセット
フォトオプション

OOptionptionptionOptionOOptionO オプション

●撮影場所：ビーチ（アラモアナビーチ周辺）　●時間：19時前後 （撮影時期により開始時間変動致します）

迷ったらこれ！圧倒的大人気プラン！ お洒落花嫁に大人気♪2箇所で撮影できるかなりお得なプラン ビーチ含め夢の５ヵ所撮影！当社限定スペシャルプラン♡ 人気急上昇！！ 今話題のカカアコエリアで♪ “やってよかった”と花嫁から好評♪
全米ベストビーチでモデル気分を…

【撮影場所】サロン（チャペル、フラワーシャワー、カフェショット・4ブースショット）、ビーチ（アラモアナビーチ周辺）
※撮影開始時間・所要時間は、プルメリアビーチフォトプランと同様です。
1日7組（ホテルお迎え約2時間30分前位）

バウリニューアルフォトプラン
¥109,000（1組） ¥138,000（1組）アルバム

“ホグ”付き

“今までありがとう”“そしてこれからもよろしくね…”大樹の下で素敵なフォトを…家族写真をもっと可愛く♪お子様衣装込みのお得プラン♡

お問い合わせ殺到！全米ベストビーチのラニカイ・
カイルア・ワイマナロから選べる当社限定プラン！

人気
No.1

含まれるもの

¥45,000オリジナルコース

¥84,000スペシャルコース

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。

❶ホテル＋ビーチ

¥75,000（1組）
¥104,000（1組）アルバム

“メケアロハ”付き

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。

❷ワイキキタウン＋ビーチ

¥75,000（1組）
¥104,000（1組）アルバム

“メケアロハ”付き

緑溢れる公園で“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。）

❸パーク&ダイヤモンドヘッド＋ビーチ

大人気のハワイアンシアター前で…
●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。
●30分延長・35カット追加。

❹ダウンタウン＋ビーチ

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！

ビーチ＋教会フォトプラン
¥99,000（1組） ¥128,000（1組）アルバム

“ホグ”付き

“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。
［￥64,000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　●結婚証明書（法的効力なし）
［取り消し料金］●挙式日33日前から￥64,000の60％
●挙式日10日前から￥64,000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

●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

花嫁の憧れを叶える♡ 当社だけの人気プラン

「今までの感謝を伝えたい」
そんな多くのお客様の声を頂き、
ついにプランになりました。
結婚記念日に…
ご両親へのサプライズプレゼントに…♡
“再び愛を誓いあう”感動のフォトプランを。

全プラン
共通で

含まれるもの

レンタルドレス＆
基本の小物付き

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。
※右記内容と異なる場合は、
　各プラン欄をご参照ください

ドレスはプラン用に約200着ご用意。
［基本の小物の内容］
造花ヘッドピース又はティアラ、
ショートベール等々詳細は裏面参照。

レンタルタキシード＆
基本の小物付き
タキシードは黒の燕尾服。
［基本の小物の内容］
ベスト、シャツ、タイ、ポケットチーフ、
シューズ等々詳細は裏面参照。

CD-Rでのお渡し。
撮影翌々日夜ホテルへお届け。
それよりも前にチェックアウトされる場合、
スピード仕上げ又は日本への郵送
（有料／現地＄払い）必須。裏面参照。

撮影データ100カット

靴下・半袖下着（白）
撮影用
小物
レンタル

造花
ブーケ＆
ブートニア
レンタル

お客様にご用意して頂くもの州 税
新郎

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

小物の一例で
す

上記は一例です。現地にてお選び下さい。

スペシャルコースオリジナルコース 音楽入り
フォトスライドショー
（DVD）付！

ホテル
（ワイキキ・カハラ・アラモアナ地区）
⬇⬆
サロン
⬇⬆
撮影場所間

送 迎 新婦
ヘア＆メイク100

撮影
コーディネーター

造花
ハクレイ

造花マイリレイ・
ククイレイ

❶コーディネーター付き
❷リムジン送迎にグレードアップ！
　（サロン～ビーチ間）
❸レイ付き

嬉しい!! ３大特典付き

　お子様衣装
　（人数分ご用意／お子様1名につき
1着まで）
　対象年齢：0～6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）

¥123,000（1組）
¥152,000（1組）アルバム

“メケアロハ”付き

※衣装は日中の撮影と同じものとなります。
※ヘアメイクのお直しはございません。ご希望の場合はお問い合わせ下さい。※送迎はバンになります。

リムジン送迎（サロン 　撮影場所）リムジン送迎（サロン 　撮影場所）

サロ
ン　 撮影場所サロ
ン　 撮影場所

サロ
ン　 撮影場所サロ
ン　 撮影場所

人気
No.1

※ビーチ、チャペル、ブースフォト、フラワーシャワー、
　カフェショットでの撮影は含まれません

マサコフォーマルズ

※モアナルアガーデンフォトプラン・教会ウェディング（ビーチ＋教会フォトプラン）を
　お申し込みの場合、キャンセル規定が異なります。該当欄参照。

カット数もup♥

オ
リ
ジ
ナ
ル
コ
ー
ス
限
定

撮影データを美肌に編集してからお届けします。
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

※現地販売価格は日本円販売価格と異なります。 ※アルバムのスピード仕上げはございませんアルバムは現地でもお買い求め頂けます♪（現地＄払い）※現地販売価格は日本円販売価格と異なります。 ※アルバムのスピード仕上げはございません

¥34,000
Albumアルバム

ビーチフォト専用に特別に作られた人気No1の可愛いアルバム♡
撮影の15日前までなら、アルバム“メケロハ”付プラン
（通常より￥5,000引き）としてお申し込み可能。
22.5×22.5cm／ 20ページ 約35カット
撮影後約１ヶ月半～２ヶ月後にご自宅へお届け♪

デジタルアルバム“メケアロハ”
オリジナルコース

¥64,000
当サロン最高品質のアルバム。
ご両親へのプレゼントにも大人気。
永遠の思い出に是非♡
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

アルバム“マイカイ” ビーチフォト専用に特別に作られた人気のアルバム！
撮影の15日前までなら、アルバム“ホク”付プラン
（通常より￥5,000引き）としてお申し込み可能。
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$60（現地払い）／スピード仕上げ不可

オリジナルコース ¥54,000
光沢ラミネート加工
傷が付きにくく、
一生の思い出にぴったりなアルバム
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

ハードカバー“アヌイヌイ”
スペシャルコース 新婦美肌加工編集女性に嬉しい

オプション新登場♪
女性に嬉しい
オプション新登場♪¥34,000デジタルアルバム“ホク”

スペシャルコース

¥39,000オリジナルコース スペシャルコース¥39,000

※ご新郎様も美肌加工編集をご希望の場合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。）

¥64,000フォトプラン料金＋

※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。
※追加一箇所撮影をお申し込みの場合、
　サロン～撮影場所間の一部区間は
　バン送迎となります。
　（ダウンタウンを除く）



p3

撮影の10日前まで
月～土（祝祭日7/4を除く）
※カイルアは土曜不可

7日前より全額
レイウェディング

お申し込み
手配可能日

キャンセル規定
現地サロン

【撮影場所】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）

世界一の夕陽がふたりをよりいっそう美しくする

1日1組限定！ 日中の撮影にサンセット撮影も加えて
ロマンチックな思い出を残しませんか？
●撮影場所：ビーチ（アラモアナビーチ周辺）　●時間：19時前後 （撮影時期により開始時間変動致します）

オリジナルコース

オリジナルビーチフォトプラン

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！

「ドレスを着て海で写真が撮りたい！」
衣装・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。

¥57,000
（1組）

2組同時申し込みならさらにお得！
友達や家族を誘って是非！
ヘアメイクやカメラマンは2人、
送迎バン1台に2組同乗して頂きます。

わいわいフレンズ
フォトプラン

2組同時でさらにお得

【撮影場所】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2時間50分前位）

選べる特選ビーチフォトプラン

全米ベストビーチに選ばれたラニカイ・カイルア、
ワイマナロから１ヶ所のビーチを選び撮影できるプ
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】ビーチ（アラモアナビーチ周辺）　
※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。
★1日6組（ホテルお迎え約2時間30分前位）

わいわいファミリーフォトプラン
お子様の衣装レンタルと
記念フォリオが付きます。

【撮影場所】ビーチ（アラモアナ周辺）、ホテル or パーク or ワイキキタウン or ダウンタウン
【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20分前）
※お申し込み時に撮影場所（❶・❷・❸・❹のいずれか）をご指定下さい。

欲張りビーチフォトプラン
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、パーク、

ダウンタウンから選べる嬉しいプランです。

¥75,000（1組）
¥104,000（1組）

ワイマナロ

カイルア

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

ラニカイ

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or
ワイキキタウンorダウンタウン）
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♪

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

ホテル パーク カイルアタウン

ワイキキタウン ダウンタウン

¥47,000フォトプラン料金＋

ホテルorパーク撮影追加

¥64,000フォトプラン料金＋
（ワイマナロを除く）

カイルアタウン撮影追加

¥47,000フォトプラン料金＋

ワイキキタウン撮影追加

ダウンタウン撮影追加

❶ホテル ❷ワイキキタウン ❸パーク ❹ダウンタウンでの
お好きな一ヶ所での撮影が可能です。
※内容・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。

※ダウンタウン撮影は   ￥94,000
アルバム付き ￥123,000

ロケーションフォトプラン
欲張りビーチフォトプラン 限定アレンジ ¥59,000❶・❷・❸共通

¥88,000

撮影の10日前まで
月～土（祝祭日、5/30、7/4を除く）
※ビーチ＋教会フォトプランは月～金

7日前より全額

お申し込み
手配可能日

キャンセル規定

現地サロン

【撮影場所】サロン（チャペル、ブースフォト、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）

S P E C I A L  C O U R S E
スペシャルコーススペシャルコース

プルメリアビーチフォトプラン

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！

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。
ビーチ撮影に、チャペル・カフェショット・
生花のフラワーシャワー・ブースフォト撮影が付いています♪
5つの撮影シーンを楽しめる大満足プランです。

【撮影場所】教会（ホノルル・チャーチ・オブ・ゴッド）、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、フラワーシャワー、ブースフォト撮影は含まれません。
※教会行事などの都合により撮影日時が変更になる場合がございます。　※牧師様はおりません。

【撮影場所】サロン（チャペル、フラワーシャワー、カフェショット、赤レンガ前）、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
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…。
近くにある緑が綺麗な森で、
一味違った雰囲気のシーンでの撮影も♪

「やっぱり教会で式を挙げたい!」という方へ

¥64,000フォトプラン料金＋

ビーチ＋教会フォトプラン限定オプション

【撮影場所】ビーチ（アラモアナビーチ周辺）＋カカアコ地区（ストリートアート）　
【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）

カカアコストリートフォトプラン

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。
ビーチだけでなく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】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）
【取り消し料】撮影日33日前からプラン料金の50％、15日前から全額

モアナルアガーデンフォトプラン

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。

※プルメリアチャペル、ブースフォト、フラワーシャワー、カフェショットは含まれません。

教会ウェディング

モアナルアガーデンフォトプラン限定
❶ リムジン送迎（サロン～撮影場所間）
❷ 撮影コーディネーター付♪

「やっぱり教会で式を挙げたい!」という方へ

¥64,000

ビーチ＋教会フォトプラン限定オプション

❶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）
❷選べるレンタル造花ブーケが
　約10種類アップ。
❸リムジン送迎にグレードアップ！
　（サロン～ビーチ間）

しかも嬉しい!! ３大特典付き

¥59,000（1組） ¥88,000（1組）アルバム
“メケアロハ”付き

¥99,000（1組） ¥128,000（1組）アルバム
“メケアロハ”付き

¥104,000¥104,000アルバム
“メケアロハ”付き

❶ホテル ❷ワイキキタウン ❸パーク ❹ダウンタウンでの ¥88,000アルバム
“メケアロハ”付き

¥75,000（1組） ¥104,000（1組）アルバム
“メケアロハ”付き

¥69,000（1組） ¥98,000（1組）¥98,000アルバム
“ホグ”付き ¥99,000（1組） ¥128,000（1組）アルバム

“ホグ”付き

¥99,000（1組） ¥128,000（1組）アルバム
“ホグ”付き

¥199,000（1組） ¥228,000（1組）アルバム
“ホグ”付き

女の子はムームー、男の子はアロハ♪

Sunset Photo サンセット
フォトオプション

オプション

迷ったらこれ！圧倒的大人気プラン！ お洒落花嫁に大人気♪2箇所で撮影できるかなりお得なプラン ビーチ含め夢の５ヵ所撮影！当社限定スペシャルプラン♡ 人気急上昇！！ 今話題のカカアコエリアで♪ “やってよかった”と花嫁から好評♪
全米ベストビーチでモデル気分を…

【撮影場所】サロン（チャペル、フラワーシャワー、カフェショット・4ブースショット）、ビーチ（アラモアナビーチ周辺）
※撮影開始時間・所要時間は、プルメリアビーチフォトプランと同様です。
1日7組（ホテルお迎え約2時間30分前位）

バウリニューアルフォトプラン
¥109,000（1組） ¥138,000（1組）アルバム

“ホグ”付き

“今までありがとう”“そしてこれからもよろしくね…”大樹の下で素敵なフォトを…家族写真をもっと可愛く♪お子様衣装込みのお得プラン♡

お問い合わせ殺到！全米ベストビーチのラニカイ・
カイルア・ワイマナロから選べる当社限定プラン！

人気
No.1

含まれるもの

¥45,000オリジナルコース

¥84,000スペシャルコース

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。

❶ホテル＋ビーチ

¥75,000（1組）
¥104,000（1組）¥104,000¥104,000アルバム

“メケアロハ”付き

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。

❷ワイキキタウン＋ビーチ

¥75,000（1組）
¥104,000（1組）¥104,000¥104,000アルバム

“メケアロハ”付き

緑溢れる公園で“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。）

❸パーク&ダイヤモンドヘッド＋ビーチ

大人気のハワイアンシアター前で…
●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。
●30分延長・35カット追加。

❹ダウンタウン＋ビーチ

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！

ビーチ＋教会フォトプラン
¥99,000（1組） ¥128,000（1組）

ビーチと教会での撮影を組み合わせたプラン。

¥128,000アルバム
“ホグ”付き

“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。
［￥64,000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　●結婚証明書（法的効力なし）
［取り消し料金］●挙式日33日前から￥64,000の60％
●挙式日10日前から￥64,000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

●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

花嫁の憧れを叶える♡ 当社だけの人気プラン

「今までの感謝を伝えたい」
そんな多くのお客様の声を頂き、
ついにプランになりました。
結婚記念日に…
ご両親へのサプライズプレゼントに…♡
“再び愛を誓いあう”感動のフォトプランを。

全プラン
共通で

含まれるもの

レンタルドレス＆
基本の小物付き

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。
※右記内容と異なる場合は、
　各プラン欄をご参照ください

ドレスはプラン用に約200着ご用意。
［基本の小物の内容］
造花ヘッドピース又はティアラ、
ショートベール等々詳細は裏面参照。

レンタルタキシード＆
基本の小物付き
タキシードは黒の燕尾服。
［基本の小物の内容］
ベスト、シャツ、タイ、ポケットチーフ、
シューズ等々詳細は裏面参照。

CD-Rでのお渡し。
撮影翌々日夜ホテルへお届け。
それよりも前にチェックアウトされる場合、
スピード仕上げ又は日本への郵送
（有料／現地＄払い）必須。裏面参照。

撮影データ100カット

靴下・半袖下着（白）
撮影用
小物
レンタル

造花
ブーケ＆
ブートニア
レンタル

お客様にご用意して頂くもの州 税
新郎

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

小物の一例で
す

上記は一例です。現地にてお選び下さい。

ブートニア
上記は一例です。現地にてお選び下さい。上記は一例です。現地にてお選び下さい。上記は一例です。現地にてお選び下さい。上記は一例です。現地にてお選び下さい。上記は一例です。現地にてお選び下さい。上記は一例です。現地にてお選び下さい。

スペシャルコースオリジナルコース 音楽入り
フォトスライドショー
（DVD）付！

ホテル
（ワイキキ・カハラ・アラモアナ地区）
⬇⬆
サロン
⬇⬆
撮影場所間

送 迎 新婦
ヘア＆メイク100

撮影
コーディネーター

造花
ハクレイ

造花マイリレイ・
ククイレイ

❶コーディネーター付き
❷リムジン送迎にグレードアップ！
　（サロン～ビーチ間）
❸レイ付き

嬉しい!! ３大特典付き

　お子様衣装
　（人数分ご用意／お子様1名につき
1着まで）
　対象年齢：0～6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）

¥123,000（1組）
¥152,000（1組）

¥123,000
¥152,000¥152,000¥152,000アルバム

“メケアロハ”付き

※衣装は日中の撮影と同じものとなります。
※ヘアメイクのお直しはございません。ご希望の場合はお問い合わせ下さい。※送迎はバンになります。

リムジン送迎（サロン 　撮影場所）リムジン送迎（サロン 　撮影場所）

サロ
ン　 撮影場所サロ
ン　 撮影場所

サロ
ン　 撮影場所サロ
ン　 撮影場所

人気
No.1

※ビーチ、チャペル、ブースフォト、フラワーシャワー、
　カフェショットでの撮影は含まれません

マサコフォーマルズ

※モアナルアガーデンフォトプラン・教会ウェディング（ビーチ＋教会フォトプラン）を
　お申し込みの場合、キャンセル規定が異なります。該当欄参照。

カット数もup♥

オ
リ
ジ
ナ
ル
コ
ー
ス
限
定

撮影データを美肌に編集してからお届けします。
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

※現地販売価格は日本円販売価格と異なります。 ※アルバムのスピード仕上げはございませんアルバムは現地でもお買い求め頂けます♪（現地＄払い）※現地販売価格は日本円販売価格と異なります。 ※アルバムのスピード仕上げはございません

¥34,000
Albumアルバム

ビーチフォト専用に特別に作られた人気No1の可愛いアルバム♡
撮影の15日前までなら、アルバム“メケロハ”付プラン
（通常より￥5,000引き）としてお申し込み可能。
22.5×22.5cm／ 20ページ 約35カット
撮影後約１ヶ月半～２ヶ月後にご自宅へお届け♪

デジタルアルバム“メケアロハ”
オリジナルコース

¥64,000
当サロン最高品質のアルバム。
ご両親へのプレゼントにも大人気。
永遠の思い出に是非♡
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

アルバム“マイカイ”¥34,000 ¥64,000¥64,000¥64,000 ビーチフォト専用に特別に作られた人気のアルバム！
撮影の15日前までなら、アルバム“ホク”付プラン
（通常より￥5,000引き）としてお申し込み可能。
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$60（現地払い）／スピード仕上げ不可

オリジナルコース ¥54,000
光沢ラミネート加工
傷が付きにくく、
一生の思い出にぴったりなアルバム
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

ハードカバー“アヌイヌイ”
スペシャルコース

ビーチフォト専用に特別に作られた人気のアルバム！
撮影の15日前までなら、アルバム“ホク”付プラン
（通常より￥5,000引き）としてお申し込み可能。

新婦美肌加工編集女性に嬉しい
オプション新登場♪
女性に嬉しい
オプション新登場♪¥34,000デジタルアルバム“ホク”

スペシャルコース

¥39,000オリジナルコース スペシャルコース¥39,000

※ご新郎様も美肌加工編集をご希望の場合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。）

¥64,000フォトプラン料金＋

※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。
※追加一箇所撮影をお申し込みの場合、
　サロン～撮影場所間の一部区間は
　バン送迎となります。
　（ダウンタウンを除く）
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撮影の10日前まで
月～土（祝祭日7/4を除く）
※カイルアは土曜不可

7日前より全額
レイウェディング

お申し込み
手配可能日

キャンセル規定
現地サロン

【撮影場所】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）

世界一の夕陽がふたりをよりいっそう美しくする

1日1組限定！ 日中の撮影にサンセット撮影も加えて
ロマンチックな思い出を残しませんか？
●撮影場所：ビーチ（アラモアナビーチ周辺）　●時間：19時前後 （撮影時期により開始時間変動致します）

オリジナルコース

オリジナルビーチフォトプラン

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！

「ドレスを着て海で写真が撮りたい！」
衣装・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。

¥57,000
（1組）

2組同時申し込みならさらにお得！
友達や家族を誘って是非！
ヘアメイクやカメラマンは2人、
送迎バン1台に2組同乗して頂きます。

わいわいフレンズ
フォトプラン

2組同時でさらにお得

【撮影場所】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2時間50分前位）

選べる特選ビーチフォトプラン

全米ベストビーチに選ばれたラニカイ・カイルア、
ワイマナロから１ヶ所のビーチを選び撮影できるプ
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】ビーチ（アラモアナビーチ周辺）　
※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。
★1日6組（ホテルお迎え約2時間30分前位）

わいわいファミリーフォトプラン
お子様の衣装レンタルと
記念フォリオが付きます。

【撮影場所】ビーチ（アラモアナ周辺）、ホテル or パーク or ワイキキタウン or ダウンタウン
【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20分前）
※お申し込み時に撮影場所（❶・❷・❸・❹のいずれか）をご指定下さい。

欲張りビーチフォトプラン
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、パーク、

ダウンタウンから選べる嬉しいプランです。

¥75,000（1組）
¥104,000（1組）

ワイマナロ

カイルア

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

ラニカイ

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or
ワイキキタウンorダウンタウン）
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♪

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

ホテル パーク カイルアタウン

ワイキキタウン ダウンタウン

¥47,000フォトプラン料金＋

ホテルorパーク撮影追加

¥64,000フォトプラン料金＋
（ワイマナロを除く）

カイルアタウン撮影追加

¥47,000フォトプラン料金＋

ワイキキタウン撮影追加

ダウンタウン撮影追加

❶ホテル ❷ワイキキタウン ❸パーク ❹ダウンタウンでの
お好きな一ヶ所での撮影が可能です。
※内容・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。

※ダウンタウン撮影は   ￥94,000
アルバム付き ￥123,000

ロケーションフォトプラン
欲張りビーチフォトプラン 限定アレンジ ¥59,000❶・❷・❸共通

¥88,000

撮影の10日前まで
月～土（祝祭日、5/30、7/4を除く）
※ビーチ＋教会フォトプランは月～金

7日前より全額

お申し込み
手配可能日

キャンセル規定

現地サロン

【撮影場所】サロン（チャペル、ブースフォト、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）

S P E C I A L  C O U R S E
コーススペシャルコース

プルメリアビーチフォトプラン

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！

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！

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。
ビーチ撮影に、チャペル・カフェショット・
生花のフラワーシャワー・ブースフォト撮影が付いています♪
5つの撮影シーンを楽しめる大満足プランです。

【撮影場所】教会（ホノルル・チャーチ・オブ・ゴッド）、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、フラワーシャワー、ブースフォト撮影は含まれません。
※教会行事などの都合により撮影日時が変更になる場合がございます。　※牧師様はおりません。

【撮影場所】サロン（チャペル、フラワーシャワー、カフェショット、赤レンガ前）、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
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…。
近くにある緑が綺麗な森で、
一味違った雰囲気のシーンでの撮影も♪

「やっぱり教会で式を挙げたい!」という方へ

¥64,000フォトプラン料金＋

ビーチ＋教会フォトプラン限定オプション

【撮影場所】ビーチ（アラモアナビーチ周辺）＋カカアコ地区（ストリートアート）　
【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）

カカアコストリートフォトプラン

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。
ビーチだけでなく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】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）
【取り消し料】撮影日33日前からプラン料金の50％、15日前から全額

モアナルアガーデンフォトプラン

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。

※プルメリアチャペル、ブースフォト、フラワーシャワー、カフェショットは含まれません。

教会ウェディング

モアナルアガーデンフォトプラン限定
❶ リムジン送迎（サロン～撮影場所間）
❷ 撮影コーディネーター付♪

❶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）
❷選べるレンタル造花ブーケが
　約10種類アップ。
❸リムジン送迎にグレードアップ！
　（サロン～ビーチ間）

しかも嬉しい!! ３大特典付き

¥59,000（1組） ¥88,000（1組）アルバム
“メケアロハ”付き

¥99,000（1組） ¥128,000（1組）アルバム
“メケアロハ”付き

アルバム
“メケアロハ”付き

アルバム
“メケアロハ”付き

¥75,000（1組） ¥104,000（1組）アルバム
“メケアロハ”付き

¥69,000（1組） ¥98,000（1組）アルバム
“ホグ”付き ¥99,000（1組） ¥128,000（1組）¥128,000アルバム

“ホグ”付き

¥99,000（1組） ¥128,000（1組）¥128,000アルバム
“ホグ”付き

¥199,000（1組） ¥228,000（1組）¥228,000アルバム
“ホグ”付き

女の子はムームー、男の子はアロハ♪

Sunset Photo サンセット
フォトオプション

オプション

迷ったらこれ！圧倒的大人気プラン！ お洒落花嫁に大人気♪2箇所で撮影できるかなりお得なプラン ビーチ含め夢の５ヵ所撮影！当社限定スペシャルプラン♡ 人気急上昇！！ 今話題のカカアコエリアで♪ “やってよかった”と花嫁から好評♪
全米ベストビーチでモデル気分を…

【撮影場所】サロン（チャペル、フラワーシャワー、カフェショット・4ブースショット）、ビーチ（アラモアナビーチ周辺）
※撮影開始時間・所要時間は、プルメリアビーチフォトプランと同様です。
1日7組（ホテルお迎え約2時間30分前位）

バウリニューアルフォトプラン
¥109,000（1組） ¥138,000（1組）¥138,000アルバム

“ホグ”付き

“今までありがとう”“そしてこれからもよろしくね…”大樹の下で素敵なフォトを…家族写真をもっと可愛く♪お子様衣装込みのお得プラン♡

お問い合わせ殺到！全米ベストビーチのラニカイ・
カイルア・ワイマナロから選べる当社限定プラン！

人気
No.1

含まれるもの

¥45,000オリジナルコース

¥84,000スペシャルコース

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。

❶ホテル＋ビーチ

¥75,000（1組）
¥104,000（1組）アルバム

“メケアロハ”付き

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。

❷ワイキキタウン＋ビーチ

¥75,000（1組）
¥104,000（1組）アルバム

“メケアロハ”付き

緑溢れる公園で“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。）

❸パーク&ダイヤモンドヘッド＋ビーチ

大人気のハワイアンシアター前で…
●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。
●30分延長・35カット追加。

❹ダウンタウン＋ビーチ

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！

ビーチ＋教会フォトプラン
¥99,000（1組） ¥128,000（1組）アルバム

“ホグ”付き

“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。
［￥64,000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　●結婚証明書（法的効力なし）
［取り消し料金］●挙式日33日前から￥64,000の60％
●挙式日10日前から￥64,000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

●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

花嫁の憧れを叶える♡ 当社だけの人気プラン

「今までの感謝を伝えたい」
そんな多くのお客様の声を頂き、
ついにプランになりました。
結婚記念日に…
ご両親へのサプライズプレゼントに…♡
“再び愛を誓いあう”感動のフォトプランを。

全プラン
共通で

含まれるもの

レンタルドレス＆
基本の小物付き

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。
※右記内容と異なる場合は、
　各プラン欄をご参照ください

ドレスはプラン用に約200着ご用意。
［基本の小物の内容］
造花ヘッドピース又はティアラ、
ショートベール等々詳細は裏面参照。

レンタルタキシード＆
基本の小物付き
タキシードは黒の燕尾服。
［基本の小物の内容］
ベスト、シャツ、タイ、ポケットチーフ、
シューズ等々詳細は裏面参照。

CD-Rでのお渡し。
撮影翌々日夜ホテルへお届け。
それよりも前にチェックアウトされる場合、
スピード仕上げ又は日本への郵送
（有料／現地＄払い）必須。裏面参照。

撮影データ100カット

靴下・半袖下着（白）
撮影用
小物
レンタル

造花
ブーケ＆
ブートニア
レンタル

お客様にご用意して頂くもの州 税
新郎

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

小物の一例で
す

上記は一例です。現地にてお選び下さい。

スペシャルコースオリジナルコース 音楽入り
フォトスライドショー
（DVD）付！

ホテル
（ワイキキ・カハラ・アラモアナ地区）
⬇⬆
サロン
⬇⬆
撮影場所間

送 迎 新婦
ヘア＆メイク100

撮影
コーディネーター

造花
ハクレイ

造花マイリレイ・
ククイレイ

❶コーディネーター付き
❷リムジン送迎にグレードアップ！
　（サロン～ビーチ間）
❸レイ付き

嬉しい!! ３大特典付き

　お子様衣装
　（人数分ご用意／お子様1名につき
1着まで）
　対象年齢：0～6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）

¥123,000（1組）
¥152,000（1組）アルバム

“メケアロハ”付き

※衣装は日中の撮影と同じものとなります。
※ヘアメイクのお直しはございません。ご希望の場合はお問い合わせ下さい。※送迎はバンになります。

リムジン送迎（サロン 　撮影場所）リムジン送迎（サロン 　撮影場所）

フォトプラン

サロ
ン　 撮影場所サロ
ン　 撮影場所

サロ
ン　 撮影場所サロ
ン　 撮影場所

人気
No.1

※ビーチ、チャペル、ブースフォト、フラワーシャワー、
　カフェショットでの撮影は含まれません

マサコフォーマルズ

※モアナルアガーデンフォトプラン・教会ウェディング（ビーチ＋教会フォトプラン）を
　お申し込みの場合、キャンセル規定が異なります。該当欄参照。

カット数もup♥

オ
リ
ジ
ナ
ル
コ
ー
ス
限
定

撮影データを美肌に編集してからお届けします。
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

※現地販売価格は日本円販売価格と異なります。 ※アルバムのスピード仕上げはございませんアルバムは現地でもお買い求め頂けます♪（現地＄払い）※現地販売価格は日本円販売価格と異なります。 ※アルバムのスピード仕上げはございません

¥34,000
Albumアルバム

ビーチフォト専用に特別に作られた人気No1の可愛いアルバム♡
撮影の15日前までなら、アルバム“メケロハ”付プラン
（通常より￥5,000引き）としてお申し込み可能。
22.5×22.5cm／ 20ページ 約35カット
撮影後約１ヶ月半～２ヶ月後にご自宅へお届け♪

デジタルアルバム“メケアロハ”
オリジナルコース

¥64,000
当サロン最高品質のアルバム。
ご両親へのプレゼントにも大人気。
永遠の思い出に是非♡
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

アルバム“マイカイ” ビーチフォト専用に特別に作られた人気のアルバム！
撮影の15日前までなら、アルバム“ホク”付プラン
（通常より￥5,000引き）としてお申し込み可能。
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$60（現地払い）／スピード仕上げ不可

オリジナルコース ¥54,000
光沢ラミネート加工
傷が付きにくく、
一生の思い出にぴったりなアルバム
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

ハードカバー“アヌイヌイ”
スペシャルコース

光沢ラミネート加工
傷が付きにくく、傷が付きにくく、
一生の思い出にぴったりなアルバム
18.5×18.5cm／
10ページ約20～30カット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撮影約3週間後にご自宅へお届け

新婦美肌加工編集女性に嬉しい
オプション新登場♪
女性に嬉しい
オプション新登場♪¥34,000デジタルアルバム“ホク”

スペシャルコース

¥39,000オリジナルコース スペシャルコース¥39,000

※ご新郎様も美肌加工編集をご希望の場合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。）

¥54,000¥54,000ハードカバー“アヌイヌイ”
スペシャルコース

¥54,000¥54,000

一生の思い出にぴったりなアルバム一生の思い出にぴったりなアルバム

撮影約3週間後にご自宅へお届け

ハードカバー“アヌイヌイ”ハードカバー“アヌイヌイ” ¥54,000¥54,000¥54,000¥54,000

¥64,000フォトプラン料金＋

※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。
※追加一箇所撮影をお申し込みの場合、
　サロン～撮影場所間の一部区間は
　バン送迎となります。
　（ダウンタウンを除く）
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※画像は全てイメージです。

生花ブーケ（ブートニア付き）

花嫁をより美しくひきたてる生花ブーケ♪花の香りにつつまれて素敵なフォトに…。
ハクレイやリストレットもそろえるとますます華やかな仕上がりになります。

オリジナルコース
￥22,000 ￥24,000

生花ブーケ（ブートニア付）
※お申込み時に花材をお知らせ下さい。
右記の中からお選び下さい。

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 ￥18,000 ￥20,000

お得なブーケ・ハクレイセット
※単品ずつよりも￥4,000もお得！！ ￥36,000 ￥40,000

スペシャルコース
￥23,000 ￥24,000

生花ブーケ（ブートニア付）
※お申込み時に花材をお知らせ下さい。
右記の中からお選び下さい。

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 ￥24,000 ￥26,000

お得なブーケ・ハクレイセット
※単品よりも￥4,000もお得！！ ￥43,000 ￥46,000

ピンク＆ホワイト
ラウンド

ブルー＆ホワイト
ラウンド

ホワイト／
ラウンド

オレンジ＆ホワイト
ラウンド

ピンクローズ＆
スプレーローズ

ホワイトローズ＆
ブルーデルフィニューム

オレンジローズ＆
ハイプリシューム

パープルローズ＆
ピンクモカラ

※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

アンセリュームと
バラのクラッチ

ピンクローズ

オレンジローズ

ホワイトローズと
デルフィニューム

オレンジカラーのバラと
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

オレンジローズと
アンセリューム

ハクレイ

ブーケ

ウェディング
「結婚式は高いから…」と諦めていたアナタに！

フォトプランは、撮影だけじゃなく結婚式も挙げられます♡
教会やビーチ等、撮影場所に牧師様を呼んで、憧れを叶えませんか？

O P T I O Nオプション
￥34,000

で
夢が叶う！

ウ
ェ
デ
ィ
ン
グに

かか
せないミュージシャ

ン
♪

DVD（動画／約10分編集）　
★は15分編集／☆は20分編集

リムジングレードアップ  サロン ⇄ 撮影場所

※撮影の翌々日夜以降にホテルへお届け　※スピード仕上げ不可。日本への郵送は＄40（現地払い）

ベビーシッター（撮影時にお世話） 

■現地にてお申込み＆お支払い

※$表示のオプションは全て別途州税（4.712％）がかかります。※フォトプランによって、所要時間が異なる為、一部オプションは料金が異なります。※お申し込み後のオプションのキャンセルは、撮影日の7日前より全額かかります。（モアナルアガーデンフォトプラン、ビーチ＋教会フォトプランの教会ウエディングをお申
込みの場合は該当欄参照） ※現地サロンでのお支払いには、US$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。）

※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 ※同行者に成人の方がいる場合は不要です。

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。

オリジナルコース
・オリジナル  ・ロケーション　・わいわいファミリー 欲張りフォト 特選ビーチフォト 特選ビーチ＋追加一カ所

ビーチ
￥34,000

ビーチ
￥34,000 ビーチ

￥44,000

ビーチ
￥44,000

パーク
￥34,000

パーク
￥34,000

スペシャルコース
プルメリアフォト
バウリニューアルフォト ワイマナロフォト 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
￥54,000

ビーチ
￥64,000

ビーチ
￥54,000 ウェディング

不可
ウェディング
不可チャペル

￥40,000
チャペル
￥40,000

教会
￥64,000

オリジナルコース
・オリジナル  ・ロケーション　・わいわいファミリー 欲張りフォト 特選ビーチフォト 特選ビーチ＋追加一カ所

￥54,000 ￥64,000★ ￥64,000 ￥74,000★
スペシャルコース

プルメリアフォト
バウリニューアルフォト ワイマナロフォト ビーチ＋

教会フォト カカアコフォト モアナルアフォト

￥65,000 ￥80,000 ￥79,000★
￥65,000 ￥84,000★

【WD付】￥89,000☆

オリジナルコース
・オリジナル  ・ロケーション　・わいわいファミリー 欲張りフォト 特選ビーチフォト 特選ビーチ＋追加一カ所

￥30,000 ￥37,000 プランに含む　プラン欄参照

スペシャルコース

プルメリアフォト ワイマナロフォト
バウリニューアルフォト

ビーチ＋
教会フォト カカアコフォト モアナルアフォト

￥29,000 プランに含む
プラン欄参照

￥36,000
￥36,000 プランに含む

プラン欄参照【WD付】￥44,000

オリジナルコース スペシャルコース
￥19,000

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
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。

オリジナルコース
・オリジナル  ・ロケーション　・わいわいファミリー 欲張りフォト 特選ビーチフォト 特選ビーチ＋追加一カ所

￥19,000 ￥24,000 ￥34,000 ￥39,000
スペシャルコース

プルメリアフォト
バウリニューアルフォト ワイマナロフォト ビーチ＋

教会フォト カカアコフォト モアナルアフォト

￥36,000 ￥46,000 ￥36,000
￥36,000 ￥46,000

【WD付】￥39,000 【WD付】￥50,000 【WD付】￥41,000

オリジナルコース
￥6,000

スペシャルコース
￥10,000

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～ $200～ アップグレード分として約200着ご用意！ 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。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 ※撮影前にサロンスタッフまでお申し付け下さい。 ※美肌加工編集オプションをお申し込みの場合、料金はお問い合わせください。

カメラ持ち込み $20 $20 同行者様がお持込の場合は無料。台数制限なし。

※別途料金

新郎ヘアセット
おしゃれな
ご新郎の為に…♪

※お送りの際、混載となる場合がございます。

特別な1日をもっと素敵に演出します♡
日本では乗る機会がないからこそ…。
撮影場所までリムジンに乗って優雅なひとときを♪

幸せなその“瞬間”をいつまでも
色あせる事のない思い出に…。

【WD付】…ウェディング付き

レクエルド撮影オプション

※オリジナルコースはありません　※当オプションをお申し込みの場合、アルバム“ホク”・“アヌイヌイ”はお申し込み頂けません。
アルバムをご希望の方はお問い合わせ下さい。　※美肌加工編集については料金に変更がありますのでお問い合わせ下さい。

スペシャルコース
プルメリアフォト
バウリニューアルフォト ワイマナロフォト ビーチ＋

教会フォト カカアコフォト モアナルアフォト

￥50,000 ￥74,000 ￥64,000
￥50,000 ￥53,000

【WD付】￥57,000 【WD付】￥82,000 【WD付】￥71,000

厳選された世界的プロカメラマン集団
レクエルドによるワンランク上の撮影。



表4

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。
●キャンセルの場合は当社営業時間内にご連絡をお願い致します。当社休業日、営業時間外にご連絡を頂い
た場合はキャンセル・変更等の手続きが出来かね、翌営業日扱いとなります。
　※キャンセル規定については表面参照
●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、代金は
全額お返し致します。内容の変更に伴うご返金は致しかねます。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。

●事前のご連絡なくホテルお迎え時間より10分以上遅れた場合、サービスの提供を致しかねます（返金不可）。
●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・バウリニューアル
（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。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。 
※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）。
●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。

お客様よりサロンへ
お電話を頂きます。

電話にて当日のスケジュール、
オプション等の確認を

行います。
※お電話を頂かなかった場合、ホテ
ルのお部屋に留守電メッセージ
を残させて頂きます。必ずご確認
下さい。

※前日衣装合わせをお申し込みの
場合、ホノルル到着後（衣装合わ
せ開始30分前までに）お電話を
頂きます。

ご宿泊ホテルへ
データのお届け
※ データのお届け欄参照

お客様よりサロンへ前日

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
いフレンズ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

　　　　　　　　　　

● プラン内レンタルドレスは各サイズ（日本サイズ5号から20号）合せ合計約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。）
●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） 
　 ※衣装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、衣装持ち込み（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装を日本で試着・予約する事は出来ません。現地にてお選び
下さい。

● 衣装持ち込みの場合、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、衣装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。（衣装関連小物のお持ち込みは無料）

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。

衣装について
グレードアップについて 衣装関連小物（持ち込み料無料！！）

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

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。
内容の変更に伴う返金は致しかねます。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。

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…。

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。※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.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。

衣装合わせ
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♪

american-holidays 検索

ハワイ ビーチフォト 検索

american_holidays 検索

● 撮影翌々日の夜に、ご宿泊ホテルのベルデスクまでお届けのため、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。

ドレス・タキシード・小物について

スケジュールのご案内

同行者について データのお届けについて

雨の場合


