
ハワイ
ビーチ＋教会フォトウェディング

「愛してるよ」　「ずっとそばにいたい…」
大好きな人と永遠の愛を約束した日、ふたりの距離がもっともっと近づいた。

この幸せがずっと続きますように…　“ とっておきの一枚 ”　に願いを込めて。

2016年10月〜2017年3月

8教会を
ご用意！



モアナルアコミュニティ教会

入口壁一面に光り輝くステンドグラスに木目調の温かみも感じることができる教会。
幻想的なステンドグラスの中で映画のような1枚を残したいあなたにおススメ♡

さらにサロン～撮影場所間はリムジン送迎♪

撮影開始時間 11:00／13:00

●教会名：モアナルアコミュニティ　●所在地：20,Bouga inv i l l e  Dr ive .Hono lu lu  Hawa i i  96818
●収容人数：約150名　●アクセス：ワイキキから車で 30分　●バージンロード：赤／15
●ステンドグラス：あり　●音楽：オルガン

フォトプラン フォト＆ウェディングプラン

エピファニー エピスコパル チャーチ

レンガ造りの可愛さと英国様式の雰囲気を併せ持つ教会。
ステンドグラスを通る光に照らされおとぎ話の中に迷い込んだような1枚を残すことができます♡

とにかく可愛らしい1枚を残したいあなたにおススメです。

撮影開始時間 11:00／12:00／13:00

●教会名：エピファニー エピスコパル チャーチ　●所在地：1041 10th  Av ,Hono lu lu ,H I
●収容人数：約150名　●アクセス：ワイキキから車で約15分　●バージンロード：ライトブラウン／25m長
●ステンドグラス：あり　●音楽：パイプオルガン

※ウェディングの音楽はオルガンのみ（シンガーなし）。

ホーリーナティビティ教会

落ち着いた佇まいとステンドグラスが魅力の教会。
落ち着いた空間の中、二人だけのプライベートな思い出を残したいあなたにおススメ♡

さらにサロン～撮影場所間はリムジン送迎♪

撮影開始時間 11:00／13:00

●教会名：ホーリー・ナティビティ教会　●所在地：5286 Ka lan ianao le  HWY,  Hono lu lu ,  H I
●収容人数：約250名　●アクセス：ワイキキより車で 30分　●バージンロード：白／15
●ステンドグラス：あり　●音楽：パイプオルガン

フォトプラン フォト＆ウェディングプラン

レンタルドレス＆
基本の小物付
ドレスはプラン用に
約200着ご用意

※下記内容と異なる場合は、各プラン欄に記載

ビーチ＆教会撮影�
ビーチはアラモアナビーチ周辺。
カイルアプランはワイマナロビーチを使用。

レンタルタキシード
＆基本の小物付
タキシードは黒の�
燕尾服をご用意

CDロム約100カット
撮影の翌 日々夜
ホテルへお届け。�
※データのお届け欄参照

ヘアメイク
（新婦）

フォトプランに含まれるもの

フォト＆ウェディングプランに含まれるもの  ⬆上記フォトプランの内容に加えて

こだわり派のあなたにおススメ！
真っ白な教会やレンガ造りの教会でとっても可愛らしい写真や、

ステンドグラスが照らされた幻想的な一枚を残せます。

100

州 税

新婦
ヘア＆メイク

送 迎

ビーチ
＆

教会撮影

教会
使用料

造花
ブーケ＆

ブートニア
レンタル

造花
ハクレイ

造花
マイリレイ＆
ククイレイ
レンタル

撮影用
小物

レンタル

日本人
コーディネーター
※チャーチ
オブゴッドを
除く

教会
コーディ
ネーター

結婚
証明書
法的効力無

音楽
シンガー＆
オルガン

牧師様への
謝礼 州 税

リムジン送迎
（サロン〜撮影場所間）
※チャーチオブゴッドを

除く

ホノルル チャーチ オブ ゴッド

屋根から壁・正面の十字架まで真っ白な外観が特徴のかわいらしい教会。
ピンクのブーゲンビリアと白くて可愛いチャーチオブゴッドは、

二人だけのフォトや家族だけの結婚式をしたいあなたにおススメです。

撮影開始時間 11:00／12:00／13:00／14:00

※ウェディングの音楽はオルガンのみ（シンガーなし）。

フォトプラン フォト＆ウェディングプラン

Schedule Opt ion

●教会名：ホノルル　チャーチ オブ ゴッド　●所在地：822 Coo l i dge  S t . ,  Hono lu lu ,  H I　
●収容人数：150人　●アクセス：ワイキキから車で 10〜15分位　●バージンロード：赤／15m　
●ステンドグラス：なし　●音楽：オルガン（但し、ウェディングの場合の み）

衣装合わせ
（約1時間）
サロンにて衣装合わせ

ヘアメイク（約1時間）

スケジュール例

ホテルお迎え
（撮影の約2時間半前）
サロンスタッフがお客様の
ご宿泊ホテルへお迎えに…。

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。

前日

当日

前日

当日

ご宿泊ホテルへデータのお届け
※データのお届け欄参照

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。

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

フォトプランの所要時間約4時間30分（カイルアユナイテッドメソジストは約5時間30分）
※チャーチオブゴッドを除く教会でのフォト＆ウェディングは約3時間前のお迎えとなります。

フォト＆ウェディングプランフォトプラン

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）

新登場！

サロンにて
打ち合わせ
＆ヘアメイク
スタート

撮影＆挙式（挙式は申込者のみ／約1時間）撮影場所へ移動し、撮影スタート

オプション
美肌加工
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。

新婦様のみ

カップル

※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。
※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。）�
※現地・帰国後のお申込み不可。



カイルアユナイテッドメソジスト

カイルアの自然に囲まれた素朴で落ち着いた雰囲気のある教会。
撮影ビーチは、全米ベストビーチに選ばれたワイマナロ。

ワンランク上のワイマナロビーチと教会での撮影をしたいあなたにおススメ♡
さらにサロン～撮影場所間はリムジン送迎♪

開始時間 10:00／11:00／13:00

●教会名：カイルアユナイテッドメソジスト　●所在地：1110 Ka i l ua  Road  Ka ikua . ,H I
●収容人数：約200人　●アクセス：ワイキキより車で約40分　●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

フォトプラン フォト＆ウェディングプラン

※ウェディングの音楽はオルガンのみ（シンガーなし）。

カワイアハオ教会

オアフ島最古の教会という古い歴史を持ち、
サンゴの外壁や教会正面の4本の大きな柱が特徴の格式ある教会。

伝統を感じ厳かな雰囲気の中で思い出を残したいあなたにおススメ♡

開始時間 11:00／12:00／13:00

●教会名：カワイアハオ教会　●所在地：957 Punchbowl  S t . ,Hono lu lu ,  H I
●収容人数：1500名　●アクセス：ワイキキより車で 15分　●バージンロード：赤／23m
●ステンドグラス：なし　●音楽：パイプオルガン、シンガー

フォト＆ウェディングプラン

セントラルユニオン中聖堂

数多くの窓が配置され明るく開放的な雰囲気に包まれた可愛らしい教会。
教会横の庭での撮影も可能です。

せっかくなので教会と緑の庭で撮影したいあなたにおススメ♡

開始時間 10:00／12:00／14:00

●教会名：セントラルユニオン中聖堂　●所在地：1660 Sou th  Bere tan ia  S t . ,Hono lu lu ,  H I
●収容人数：約200人　●アクセス：ワイキキから車で１５分　●バージンロード：青／20m
●ステンドグラス：なし　●音楽：パイプオルガン、シンガー

セントラルユニオン大聖堂

風格を感じさせる塔・荘厳さが漂う教会内の高い天井や柱が印象的な教会。
そんな一面を持ちながら、ハワイテイストとユーロピアンテイストを融合させた開放感あふれる教会です。

とにかく華やかな一枚を残したいあなたにおススメです♡

撮影開始時間 11:00／13:00

●教会名：セントラルユニオン大聖堂　●所在地：1660 Sou th  Bere tan ia  S t . ,Hono lu lu ,  H I　
●収容人数：750名　●アクセス：ワイキキから車で１５分　●バージンロード：赤／35m　
●ステンドグラス：なし　●音楽：パイプオルガン、シンガー

※お申込み時に予約金として、￥22,000（プラン料金に含む）が必要となります。（返金不可）

※フォトプランはございません。

ピンクローズオレンジカラーのバラと
デンドロビューム

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

ピンクローズと
カーネーション

※画像は全てイメージです。

正統派のあなたにおススメ！
教会ならではの荘厳な雰囲気や、

まるで時が止まっているような落ち着いた雰囲気の中で、忘れられない一枚を残せます。

生花ブーケ（ブートニア付）　下記よりお選びいただけます。 生花フラワーシャワー

オレンジローズと
アンセリューム

ホワイトローズと
デルフィニューム

※生花ハクレイのみのオーダーは承っておりません。　※ハクレイはブーケと同じ花材を使用

“花の香りにより、幸せを妬む悪魔
から2人を守ってくれる”という素
敵な願いが込められています♪
ご家族やご友人に大人気のオプ
ション！ 皆に祝福される最高に幸
せな瞬間は残しておきたいワン
シーンです♡
※同行者がいない場合は�
サロンスタッフがお手伝い♪

オプションOpt ion

サロ
ン　 撮影場所サロ
ン　 撮影場所

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＆ウェディングプランフォト＆ウェディングプランフォトプラン フォトプラン

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） 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）
※お申込み時に予約金として、￥22,000（プラン料金に含む）が必要となります。（返金不可）



●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

注意事項（重要ですので、必ずお読みください）

ドレス & タキシード & 小物のご案内 データのお届け

●�チャーチオブゴッドを除く全教会はリクエストベースとなりますので、回答までにお時間を頂戴する場合がございま
す。予めご了承下さい。現地からの回答を持ちまして正式回答をさせて頂きます。

●�教会の行事等、現地事情により、撮影日が変更になる場合がございます。
●�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）
●前日衣装合わせの送迎の際、混雑状況等により混載となる場合がございます。
●撮影後のお送りをホテル以外にも変更可能♪��ショッピングセンター等へお送りします。当日の打ち合わせの際にお申込み下さい。�
※追加料金不要…ワイキキ・アラモアナ地区対象。カハラ地区はカハラ地区への宿泊者のみ対象。

●事前の連絡なく10分以上遅れた場合、サービス致しかねます。ご了承下さい。

●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�
それぞれに約$10～$20）

●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。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。

オプション

オプション
教会

ホノルル
チャーチオブゴッド

セントラルユニオン
大聖堂・中聖堂

ホーリー
ナティビティ

モアナルア
コミュニティ カワイアハオ エピファニー

エピスコパル
カイルアユナイテッド

メソジスト

DVD　★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
※スピード仕上げ不可。日本への郵送は＄40（現地払い）

￥79,000★　　ウェディング付き ￥89,000☆ ￥89,000☆
￥79,000★
ウェディング付き
￥89,000☆

￥79,000★
ウェディング付き
￥95,000☆

リムジングレードアップ（サロン～撮影場所間）
￥36,000
ウェディング付き
￥44,000

￥36,000
ウェディング付き
プランに含む

プランに含む
プラン欄参照

￥36,000
ウェディング付き
プランに含む

プランに含む
プラン欄参照

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。
※同行者に成人の方がいる場合は不要。

￥36,000
ウェディング付き
￥41,000

￥39,000
ウェディング付き
￥43,000

￥43,000
￥39,000
ウェディング付き
￥43,000

￥46,000
ウェディング付き
￥49,000

レクエルド撮影オプション
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撮影
※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。 ￥64,000
ウェディング付き
￥71,000

￥64,000
ウェディング付き
￥74,000

￥64,000
ウェディング付き
￥71,000

￥74,000 ￥64,000
￥96,000
ウェディング付き
￥103,000

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��※送迎の際混載となる場合がございます。

￥19,000
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。

アルバム
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”…¥34,000 ハードカバー“アヌイヌイ”…￥54,000
ビーチフォト専用に特別に作られた人気のアルバム！
◦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

光沢ラミネート加工♡ 
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

● プラン内レンタルドレス／日本サイズ5号～20号、全サイズ合わせ約200着をご用意
● 基本の小物：ショートベール、造花ヘッドピースはティアラ、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
● プラン内レンタルタキシ－ド／Ｓ～3Ｌサイズをご用意（黒の燕尾服）
● 基本の小物：シャツ・タイ・ポケットチーフ・ベスト・シューズ
※当日お選び頂ける衣装の着数は、サイズやデザイン・当日のレンタル状況等現地事情により異なります。�※衣装は当日、現地サロンにてお選
びください（日本での試着＆予約不可）。　※下着のレンタル及び販売はございません。�※サイズが該当されない場合は、事前にお問い合わせく
ださい。グレードアップ又は衣装持ち込みをしていただく場合がございます。�※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。�※小物（造花
ブーケやハクレイ等）の持ち込みに持ち込み料はかかりません。�※撮影用小物（ガーランドやプロップス等）は3種類以上持ち込みの場合、持ち
込み料として$30（現地払い）。5個以上の場合はお問い合わせください。

● 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の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。

　・日本への郵送…＄40（アルバム“ホク”をお申し込みの場合は$60）
　・ スピード仕上げ…＄60（翌日の夜に宿泊ホテルへお届け）

同行者について
● 同行者も無料でご一緒に撮影が可能です。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）
［送迎について］送迎はワイキキ・カハラ・アラモアナ地区のホテルに宿泊の方対象。他地区宿泊の場合はお問
い合わせください。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。※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。��※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。

雨の場合
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。又、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。

キャンセル規定 お申込み期限
教会名 フォト フォト＆ウェディング

ホノルル チャーチ・オブ・ゴッドのみ 撮影日
15日前まで

挙式日
15日前までその他教会

※お申込みはお電話、FAX又はメールにて承っております。インターネットでのご予約は、チャーチオブ
ゴッドのみ可能。（その他教会は不可）

教会名 フォト フォト＆ウェディング
ホノルル チャーチ・オブ・ゴッド 撮影日7日前から100％ 挙式日33日前から25％、10日前から40％、7日前から100％
セントラルユニオン教会 大聖堂
セントラルユニオン教会 中聖堂

お申し込み時より￥22,000、
撮影日33日前から50％、15日前から100％

お申し込み時より￥22,000、
挙式日33日前から50％、15日前から100％

カワイアハオ教会 — 挙式日66日前から50％、15日前から100％
エピファニー エピスコパル教会 撮影日33日前から50％、15日前から100％ 挙式日33日前から20％、15日前から50％、7日前から100％
カイルアユナイテッドメソジスト教会 撮影日33日前から50％、15日前から100％ 挙式日33日前から50％、15日前から100％
モアナルア教会 撮影日33日前から20％、15日前から50％、7日前から100％ 挙式日33日前から20％、15日前から50％、7日前から100％
ホーリーナティビティ 撮影日33日前から20％、15日前から50％、7日前から100％ 挙式日33日前から20％、15日前から50％、7日前から100％

◦左記は全て、撮影日・挙式日の前日から起算し、パーセンテージはプラン料金全額にかかるもの
とします。

◦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。

オプション
ドレスグレードアップ $200～ 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 $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 $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。
撮影枚数６０カット追加 $200 お渡しの枚数を追加致します。
カメラ持ち込み $20～ カップル様のみ。同行者様がお持込の場合は無料。台数制限なし。

■現地にてお申込み＆お支払い

※$表示のオプションは全て別途州税（4.712％）がかかります。※フォトプランによって、所要時間が異なる為、一部オプションは料金が異なります。※お申し込み後のオプションのキャンセルは、撮影日の前日から起算して7日前より全額かかります。
※現地サロンでのお支払いには、US$の現金・トラベラーズチェック・クレジットカード（VISA、MASTER、JCB、アメックス、ディスカバー）がご利用頂けます。※エピファニー教会：ウェディングの手配不可。

※画像は全てイメージです。
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