〈期 間〉
2021年10 月～2022 年 3 月 撮 影10日前までにお申込 みくだ さい。

ハワイビーチ

フォトプラン
g
n
i
d
d
e
W
o
t
o
h
P
累計
業 界 トップ ク ラ ス の 内 容 ＆ 価 格 。

万 組 以 上 の カップ ル が 体 験 ！

2

撮 影・衣 裳
ヘアメイク
送 迎 付き で

¥ 59,000 〜

オリジナルコース

【 お 申 し 込 み 】撮影の10日前まで
【 手 配 可 能 日 】月〜土 ※カイルア・ラニカイは土曜、祝祭日不可
【変更＆キャンセル規定】7日前より全額
【 手 配 不 可 日 】日曜、祝祭日（11/24、12/31、1/1、1/17）

催行サロン：レイウェディング

オリジナルビーチフォトプラン

¥104,000

アルバム
“メケアロハ”付

¥134,000

（税込）

¥59,000 ¥89,000

全米ベストビーチから一ヶ所選べる当社限定プラン

（税込）

（税込）

アルバム
“メケアロハ”付

選べる特選ビーチフォトプラン

撮影

（税込）

迷ったらこれ！圧倒的大人気プラン！

ン
ロ

場所

人気
No.1

サ

【ハワイの様々なロケーションでの撮影を低価格で叶えてくれる人気サロン】

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。
ラニカイ・カイルアビーチは土曜、祝祭日
（10/10、11/11、11/24、12/31、1/1、
1/17、2/21）撮影不可。

ワイマナロ

US Best Beach

全米ベストビーチで撮れる！
カイルアビーチ
ラニカイビーチ

【撮影場所】
ビーチ（アラモアナ・マジックアイランド）
【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）

ワイキキ

ラニカイ

2組同時フォトプラン

カイルア

ワイマナロビーチ

ダイヤモンドヘッド

選べる特選ビーチフォトプラン 限定オプション

仲良しカップルにおすすめ！
友達や家族を誘ってご参加下さい！

¥57,000

（１組分・税込）
※オリジナルビーチフォトプランと同じ撮影内容・スケジュール
となります。
※送迎車は４名同乗可能なバンです。
※ヘアメイクやカメラマンはカップル１組に1人ずつとなります。
※リクエストベースとなります。

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）
①ホテルorパークor
ワイキキタウン撮影追加
フォトプラン料金＋

②カイルアタウンorダウンタウン
orカカアコタウン撮影追加

¥47,000

フォトプラン料金＋

¥64,000

※ホテル・タウン・パーク・ダウンタウン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。
※追加一ヶ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）
※ワイマナロビーチで撮影の場合、カイルアタウンの撮影は追加できません。

全てのプランで同行者の参加が可能！！
※オリジナルコースは何名様でも追加料金なし。撮影場所まで直接ご集合か同行者用送迎リムジン（別途追
加料金）かカップル様送迎車に同乗の上お越しください。カップル様送迎車同乗可能人数については裏面
該当欄をご参照ください。
※スペシャルコースの教会撮影を含むプランは教会のみ同行の場合は7名まで同行可能、ビーチ撮影には2名ま
で同行可能となります。6名までは無料で同行可能ですが、7名いらっしゃる場合はコーディネーター料金が
必要となります。料金についてはお問合せ下さいませ。ビーチ撮影へのご移動は挙式つきの場合はコー
ディネーターがタクシーを手配致しますが、挙式なしの場合はご自身でご移動手段をお手配いただきます
ようお願い致します。
※同行者送迎リムジンの同乗可能人数についてはオプション欄をご参照ください。
※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）
※3歳以下のお子様が2名以上いらっしゃる場合はお問合せ下さいませ。
※州の規定により上記については急遽変更となる場合がございます。

おすすめ人気オプション

ホテル

パーク

ワイキキタウン

カイルアタウン

ダウンタウン

カカアコタウン

【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）

サンセットフォトオプション
オリジナルコース

クイックヘアチェンジ付

スペシャルコース

クイックヘアチェンジ付

¥49,000
¥89,000

¥68,000

各コース
1日1組限定

1日の中でもっとも美しいといわれるサンセット
プロカメラマンによる撮影で美しいハワイのサンセットを思い出に残しませんか？
●撮影場所：ビーチ（アラモアナビーチ周辺）
●時間：18時前後（撮影時期により開始時間変動致します）

¥103,000

※衣裳は日中の撮影と同じものとなります。 ※カット数は80カット※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。※クイックヘアチェンジは15分程の簡単な内容となります（例：アップスタイ
ルをダウンスタイルに）※日中の撮影時間によっては、クイックヘアチェンジ不可の場合がございます。※日中のプランのコースによってサンセットのコースが決まります。
■サンセットのみの撮影も可能です。ご料金等お問い合わせ下さい。 ■お昼の撮影時にベビーシッターをご利用いただいた場合、サンセット時もベビーシッターが必要となります。

全プラン共通で
含まれるもの
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

レンタルドレス＆基本の小物付き
ドレスはプラン用に約200着ご用意。
［基本の小物の内容］一粒パールイヤリング＆一連パールネックレス、造花ヘッドピー
ス又はティアラ、ショートベール、パニエ、サッシュリボン、シューズ、又はサンダル等々。
※スペシャルコースはビジュー付きヘアアクセサリー・その他イヤリングやネックレ
スも含みます。詳細はコース特典欄をご参照ください。

レンタル男性衣裳＆基本の小物付き
黒の燕尾服又は白の燕尾服。 ※タキシードタイプはアップグレード。
［基本の小物の内容］
ベスト、シャツ、
タイ、ポケットチーフ、シューズ又はビーチサンダル等々。
※オリジナルコースはカフスセットも含む。

スペシャルコース

オリジナルコース限定の特典
音楽入りフォトスライドショー付！

催行サロン：マサコフォーマルズ

撮影コーディネーター

【港や教会でも撮影できる、衣裳や小物が評判の素敵なサロン】

欲張りビーチフォトプラン

ビーチ＋ヨットハーバーフォトプラン
定番ビーチとアメリカンな港で夢の撮影！

【2ヶ所で撮影】 ビーチだけじゃ物足りないあなたに！
❷ワイキキタウン＋ビーチ

（税込）

❶ホテル＋ビーチ

¥74,000

（税込）

アルバム
“アネラ”付

¥103,000
アルバム“メケアロハ”付

（税込）

（税込）

¥75,000

¥105,000

（税込）

（税込）

●撮影ホテルは宿泊ホテル限定
（ワイキキ・カハラ・アラモアナ地区対象）
●モアナサーフライダーは3泊以上の方のみ。
アルバム“メケアロハ”付
●ロイヤルハワイアンホテルは４泊以上の方のみ。
ホテルの宿泊番号又は日程表（お客様のお名前とホテル
名と滞在日数の記載のあるもの）のご提出が必須です。
●カハラホテルは上記料金に￥20,000追加となります。 ●交 通を止めての撮影や、歩行者の迷惑になるような
※ビーチはワイアラエビーチとなります。
撮影は出来かねます。

❹ダウンタウン＋ビーチ

ン
ロ

+

撮影

場所

❸パーク&ダイヤモンドヘッド＋ビーチ

サ

¥75,000 ¥105,000

¥153,000

ワイマナロビーチフォトプラン
エメラルドグリーンの美しいビーチで撮りたいあなたへ

●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。

¥109,000

ホテル+パーク＋ビーチ
パーク+ワイキキタウン＋ビーチ
ワイキキタウン+ホテル＋ビーチ

●

●

●

135カット

サ

ン
ロ

撮影

場所

¥128,000 ¥158,000
撮影カット数

【撮影場所】
ビーチ（ワイマナロ）
【所要時間】
約5時間15分
【撮影開始時間】
10：00／11：00／12：00／
13：00／14：00
1日5組（ホテルお迎え約2時間45分前）

●

アルバム
“メケアロハ”付

【

¥138,000

ダウンタウン+ホテル＋ビーチ
ダウンタウン+ワイキキタウン＋ビーチ
ダウンタウン+パーク＋ビーチ

●

】 【

アルバム
“メケアロハ”付

¥145,000 ¥175,000
撮影カット数

170カット

】

ワイマナロビーチ

【撮影場所】
ビーチ（アラモアナ・マジックアイランド・カイマナ）、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 ※3ヶ所撮影は5時間又は5時間半【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。
※10月〜2月の16時撮影は、
２ヶ所撮影へのサンセット追加及び3ヶ所撮影が不可となります。
※16時撮影の3ヶ所撮影は通年でサンセット撮影追加不可となります。
■ホテル・ワイキキタウン・パーク・ダウンタウンでのお好きな1ヶ所で撮影も可能です。
（ロケーションプラン）ご希望の際は
お問い合わせ下さい。

ビーチ＋ホテル（2ヶ所）撮影限定！
ビーチとホテルでドレスをチェンジできるオプションが新登場！

ドレスチェンジオプション ¥84,000
※リクエストベースとなります。 ※撮影時間は1時間延長となります。
※新郎様も2着ご利用希望の場合はお問合せ下さい。 ※衣裳のアップグレード料金は別途となります。

新郎ヘアセット

新郎ヘアメイク

オリジナルコース

オリジナルコース

スペシャルコース

スペシャルコース

¥6,000

¥16,000

¥10,000

※整髪料を使った簡単なセット
※スペシャルコースは、撮影当日のお
迎えが15分早くなります。

送迎

ホテル		

¥30,000

※スペシャルコースは、撮影当日のお
迎えが15分早くなります。

（ワイキキ・アラモアナ地区）

ワイマナロビーチ近くの森

アルバム“メケアロハ”
オリジナルコース ●22.5×22.5cm

¥35,000

●20ページ
約35カット

撮影後約1ヶ月半〜２ヶ月で
ご自宅へお届け
撮影の15日前までなら、
アルバム
“メケアロハ”付プラン
（通常より￥5,000引き）として
お申し込み可能。

➡
➡
サロン
撮影場所間
⬅︎
⬅

造花ブーケ・
ブートニア・ハクレイ

※スペシャルコースの場合、造花ブーケ＆
ブートニアが2種類選べます。
※スペシャルコースはカハラ地区も送迎可能。通常より15分お迎え時間が早くなります。
※コンドミニアムタイプのホテルや民泊にご宿泊の場合、
送迎が出来かねる場合がございますので、お問い合わせ下さい。

造花マイリレイ・
ククイレイ

（税込）

アルバム
“アネラ”付

【3ヶ所で撮影】 もっと多くのロケーションで撮りたいあなたに！
●

撮影

（税込）

30分延長・35カット追加

ン
ロ

場所

¥123,000

アルバム“メケアロハ”付

（税込）

¥105,000

●カピオラニパークを使用。ダイヤモンドヘッドをバック
に撮影。
（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。）

（税込）

（税込）

（税込）

¥75,000

アルバム“メケアロハ”付

サ

【撮影場所】
ケワロベイシンパーク、ビーチ（アラモアナ・マジックアイランド）
【所要時間】約4時間
【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45分前）

アルバム“アネラ”
スペシャルコース

¥34,000

●20.5×20.5cm
●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
撮影の15日前までなら、
アルバム
“アネラ”付プラン
（通常より￥5,000引き）として
お申し込み可能。

撮影データ
100カット

※お渡し方法は裏面参照。

新婦ヘア＆メイク

撮影用
小物レンタル

※裏面参照

州税

【 お 申 し 込 み 】撮影の10日前まで
【 手 配 可 能 日 】月～金
【変更＆キャンセル規定】7日前より全額

スペシャルコース限定の特別特典！

サ

ン
ロ

撮影

場所

カカアコフォトプラン

話題のカカアコタウンの
ウォールアートで
フォトジェニックに♪

サ

場所

（税込）

アルバム
“アネラ”付

¥148,000

撮影

場所

サ

【撮影場所】
カカアコタウン（＋ビーチ/アラモアナ・マジックアイランド）
【所要時間】
約3時間15分 （＋ビーチの場合は約5時間15分）
【撮影開始時間】
15：00 ※その他の時間をご希望の場合はお問合せ下さい。
（ホテルお迎え約2時間45分前）

ビーチ＋カカアコフォトプランでドレスチェンジができちゃう！

［￥94,000に含まれるもの］●リムジン移動（サロン-撮影場所間）●牧
師様への謝礼 ●音楽：オルガン、シンガー ●教会コーディネーター ●結
「やっぱり教会で式を挙げたい!」という方へ 婚証明書（法的効力なし）●日本人コーディネーター ●無料前日衣裳合
わせ（15：00）……要申込

ビーチ＋教会フォトプラン限定オプション

教会挙式

フォトプラン料金＋

ン
ロ

撮影

¥94,000

※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
※お客様による挙式中のビデオ撮影はお断りしております。動画撮影をご希望
の場合は、お問い合わせ下さい。

●教会名：プリマリエ教会 ●所在地：3259 Lincoln Ave., Honolulu, HI ●アクセス：ワイキキより車で15分
●収容人数：約80人 ●バ－ジンロ－ド：13m/白 ●ステンドグラス：あり

【撮影場所】教会（プリマリエ）、ビーチ（アラモアナ・マジックアイランド）
【所要時間】約5時間15分/挙式付 約5時間45分
【撮影開始時間】14：00/14：30
挙式付 10：00/11：30/13：00
【変更＆キャンセル規定】
フォトプランのみ・挙式付 撮影日又は挙式日33日前から50％、10日前から
70％、7日前から100％
※フォトのみの場合牧師様はおりません。※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。
※フォトプランのみ、教会挙式ありとともにリクエストベースとなります。

ビーチ＋セントクレメンツ教会フォトプラン
三角屋根の緑豊かな教会
で撮影できるプラン！

¥184,000

+

ビーチ＋教会フォトプラン限定オプション

教会挙式

フォトプラン料金＋

¥104,000

サ

「やっぱり教会で式を挙げたい!」という方へ
ン
ロ

［￥104,000に含まれるもの］●リムジン移動（サロン-撮影場所間）●牧
師様への謝礼 ●音楽：オルガン、シンガー ●教会コーディネーター ●結
婚証明書（法的効力なし）●日本人コーディネーター ●無料前日衣裳合
わせ（15：00）……要申込

撮影

場所

【撮影場所】
ビ
 ーチ（アラモアナ・マジック
アイランド）
＋カカアコタウン
【所要時間】
約6時間15分
【撮影開始時間】12：00
1日1組
（ホテルお迎え3時間45分前）

アルバム
“アネラ”付

¥213,000

（税込）

※ドレス2着はサロン到着後の衣裳合
わせ時にお決めいただきます。
※男性がお選び頂けるお衣裳も2着と
なります。
※黒の燕尾服、白の燕尾服以外は要追
加料金

（税込）

¥124,000 ¥153,000

アルバム
“アネラ”付

¥188,000

（税込）

（税込）

アルバム
“アネラ”付

¥159,000

場所

（税込）

¥119,000

ドレス2着着れちゃうフォトプラン

「光と花の教会」
と称される
白く美しい教会で
撮影できるプラン！

（税込）

撮影

カカアコフォトプランにビーチ撮影も追加♪

ン
ロ

ビーチ＋プリマリエ教会フォトプラン

（税込）

¥128,000

ビーチ＋カカアコフォトプラン

※詳細は右記QRコードからご参照下さい♪

（税込）

アルバム
“アネラ”付

ン
ロ

基本アクセサリーに加えて
豪華なアクセサリー・ヘッドピースが
追加料金なしで選べちゃう！

（税込）

¥99,000

+

造花ブーケ＆
ブートニアが
2種類選べちゃう！

撮影当日にメールで
その日撮った
3カットお送り！

サ

※教 会挙式オプション、プリマリエ教会フォトプランの場合
変更＆キャンセル規定が異なります。プランの該当欄参照。

【 手 配 不 可 日 】土日・祝祭日
（11/11、11/25、12/25、1/1、
1/17、2/21、3/26）

※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
※お客様による挙式中のビデオ撮影はお断りしております。動画撮影をご希望
の場合は、お問い合わせ下さい。

●教会名：セントクレメンツ教会
●所在地：1515 Wilder Ave. Honolulu, HI 96822 HAWAII
●アクセス：ワイキキより車で15分 ●収容人数：180人 ●バ－ジンロ－ド：10m/赤 ●ステンドグラス：あり

【撮影場所】教会（セントクレメンツ教会）、ビーチ（アラモアナ・マジックアイランド）
【所要時間】約5時間15分/挙式付約5時間45分
【撮影開始時間】
月火木金 ／ 10：00/12：30 水 ／ 11：30/12：30
【変更＆キャンセル規定】
フォトプランのみ・挙式付 撮影日又は挙式日33日前から50％、10日前から
70％、7日前から100％
※フォトのみの場合牧師様はおりません。※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。
※フォトプランのみ、教会挙式ありとともにリクエストベースとなります。

カカアコタウン

“セレクトオーダーアルバム”
全プラン共通

¥35,000

●18.6×18.6cm
●36ページ 約35カット

アルバムについて

注意事項
・お申し込み時にメールアドレスが必要となります。

（セレクトオーダーアルバム以外）

セレクトオーダーアルバムの3つの特徴♪
・自分の載せたい写真を好きなページに選んでつくれる！
・フォトプラン以外の旅行中の写真も載せられる！
・カバー付きの高級フォトアルバム！
アルバムお届けまでの流れ
①撮 影日より約3週間以内にお客様へ専用ログインコードをメールでお送り
②ログイン後、WEB画面上にお好きな写真をアップロードし、写真を配置
③作成後、約3週間以内にご指定いただいたご住所へお届け

お客様にご用意して頂くもの
【新郎】
靴下（レンタル衣裳の色に合わせたもの）
・
半袖下着（白）
【新婦】
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）

アップグレードについて
ドレスは全サイズ合わせて+200着、ハーフパン
ツセット・タキシードのグレー等のものやハワイ
アンスタイルをご用意！造花ブーケやハクレイ等
小物もアップグレード分をご用意しています！
現地サロンでぜひご覧下さい。
（現地申込/現地払い）

アルバムは現地でもお買い求め頂
けます。
（現地＄払い）
※アルバムはデータをデジタル処理し、
紙へ直接印刷する為、実際のデータ
の画質と異なる場合がございます。
予めご了承下さい。
※現地販売価格は日本円販売価格と異
なります。

特別割引 ２プラン申込で5000円引！！
せっかくのハワイ旅行、思い出に残る写真をたくさん残したい…！
1回の撮影じゃ物足りない！
そんな方へ嬉しい割引をご用意しました♪
2日で２プランはもちろん、
プランによっては1日で2プラン参加も可能です！
ぜひお問い合わせください♪

オプション
生花ブーケ（ブートニア付き）
¥35,000

¥47,000

qホワイトローズ
（クラッチ）

¥58,000

eトロピカルフラワー
（クラッチ）

rペールピンクローズ＆ホワイトフラワー
＆ユーカリ（クラッチ）

uホワイトローズ＆
ブルーフラワー（ラウンド）

iスターチス＆フェザー
（クラッチ）

oホワイトプルメリア
（ラウンド）

!0ホワイトプルメリア
（キャスケード）

!1ラインフラワー
（クラッチ）

!2ピンクローズ
（クラッチ）

!3ピーチローズ＆
オレンジフリージア（クラッチ）

!4ピンクストック＆ローズ＆
ユーカリ
（クラッチ）

!5ホワイトローズ＆ブルーベラドンナ＆
ダスティミラー（クラッチ）

!6ホワイトローズ＆スターチス
＆ユーカリ（クラッチ）

tあじさい＆
yかすみ草＆
ホワイトローズ（クラッチ） ホワイトローズ（クラッチ）

wかすみ草
（クラッチ）

※⑨⑩は4/1〜9/30撮影の方限定でお申込み可能です。
※⑯のユーカリは仕入れ状況によって予告なく別の葉になる可能性がございますので予めご了承くださいませ。
※生花関連オプションのキャンセル料は撮影日33日前から100％となります。

ブーケとおそろいの生花ヘッドアクセサリーも♪ ・生花ハクレイ…¥35,000 ・生花ヘッドピース（8ピース）…¥22,000

ウェディング

《含まれるもの》
各フォトプランに加えて…

ハワイのビーチや教会で夢の海外ウェディング♥
牧師様を呼んでの本格挙式がお手頃価格で叶います。

《所要時間》
スペシャルコースは
各プランの所要時間より20分延長
プリマリエ教会フォトの教会挙式は
開始時間30分前倒し
（終了時間延長なし）

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
オリジナル

欲張りフォト

特選ビーチフォト

ビーチ ¥36,000

ビーチ ¥36,000

特選ビーチ＋追加一ヶ所

ビーチ ¥46,000

ビーチ ¥46,000

パーク ¥36,000

パーク ¥36,000

スペシャルコース ※1ヶ月前から要問い合わせ
ビーチ＋ヨットハーバー
フォトプラン

ワイマナロ
フォト

ドレス2着
着れちゃうプラン

ビーチ＋
カカアコプラン

ビーチ ¥69,000

ビーチ ¥79,000

ビーチ ¥69,000

ビーチ ¥74,000

ビーチ＋
プリマリエ教会フォト

ビーチ＋
セントクレメンツ教会フォト

ビーチ ¥69,000

ビーチ ¥69,000

教会 ¥94,000

教会 ¥104,000

※カカアコフォトプランには追加不可となります。

ベビーシッター

オリジナルコース

オリジナル

¥24,000

欲張りフォト

特選ビーチフォト

¥24,000

※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不要。※欲張りフォト3ヶ所撮影の場合はお問い合わ
せ下さい。※スペシャルコースの場合、お子様のアレルギー有無をお知らせ下さいませ。※オリジナルコースはリクエストベースとなります。スペシャル
コースは撮影日一ヶ月前を切った場合リクエストベースとなります※3歳以下のお子様が2名以上の場合はお問い合わせください。

特選ビーチ+
追加1ヶ所

¥33,000

ダウンタウン ¥33,000

サンセット
オプション

¥36,000

¥19,000

前日衣裳合わせ

スペシャルコース

ビーチ＋ヨットハーバー
フォトプラン

ワイマナロフォト

¥36,000

¥46,000

ビーチ+
ビーチ+
プリマリエ教会フォト セントクレメンツ教会フォト

¥42,000

オリジナルコース ※日曜・祝祭日不可

スペシャルコース ※土曜・日曜・祝祭日不可

16:00/17:00開始（ホテルお迎え15分前頃）

15時開始（ホテルお迎え15分前頃）

新婦美肌加工編集 ¥39,000 ¥54,000
スペシャルコース

（郵送料込）

撮影データを美肌に編集！
撮影後1ヶ月〜1ヶ月半後にご自宅へ
お届け！
！

撮影枚数追加
カメラ持ち込み

30カット

¥36,000

¥39,000

※サロンから撮影場所間※リムジンの外観内観撮影は要問い合わせ。

（郵送料込）

オリジナル・
サンセットオプション

欲張りフォト＊

¥34,000

¥41,000

特選ビーチフォト

特選ビーチ＋追加一ヶ所
プランに含む

スペシャルコース
ビーチ＋ヨットハーバーフォトプラン
サンセットオプション

ワイマナロ
フォト

¥39,000

ドレス2着
着れちゃうプラン

ビーチ＋
カカアコプラン

カカアコプラン

ビーチ＋
ビーチ＋
プリマリエ教会フォト セントクレメンツ教会フォト

¥43,000

プランに含む

¥43,000

【挙式付】プランに含む 【挙式付】プランに含む

＊欲張りフォト3ヶ所撮影の場合はお問い合わせ下さい。 ＊スペシャルコースの場合、同行者様の同乗は不可となります。

同行者送迎リムジン

撮影開始に合わせて
ホテル〜撮影場所までご送迎

オリジナルコース
（7名定員）

change

オリジナル・
サンセットオプション

欲張りフォト＊

¥41,000
【ダウンタウン】¥65,000

¥34,000

特選ビーチフォト

特選ビーチ＋追加一ヶ所

¥49,000

¥72,000

スペシャルコース
（2名定員/教会のみ参加の場合定員7名）

Before

オリジナルコース

ドレスの小物のグレードアップ

サンセット
オプション

※ホテルから撮影場所間（サロンへの立寄なし）※同行者代表者様名とお迎えホテル名、人数様をお知らせください。

After

$200～
$70～
$10～
$120 50カット $170
$20

ビーチ＋ヨットハーバーフォトプラン
サンセットオプション

ワイマナロ
フォト

¥44,000

¥54,000

ドレス2着
着れちゃうプラン

ビーチ＋
カカアコプラン

カカアコプラン

¥58,000

¥44,000

ビーチ＋
ビーチ＋
プリマリエ教会フォト セントクレメンツ教会フォト

¥49,000

¥49,000

＊欲張りフォト3ヶ所撮影の場合はお問い合わせ下さい。

■現地にてお申込み＆お支払い

タキシードグレードアップ

カカアコフォト

オリジナルコース

※空き状況は要問い合わせ。※お送りの際、混載となる場合がございます。※衣裳持込の場合はお申込不可。
※撮影当日のお迎えが30〜45分程度遅くなります。
（現地事情により変わる場合がございます）

ドレスグレードアップ

¥39,000

リムジングレードアップ

ホテル〜サロン間の送迎込。撮影前日に衣裳を見たい・着たい方にオススメです。

※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。）
※アルバムを別途お申し込みの場合、アルバム
のお届けが約1ヶ月〜1ヶ月半遅くなります。
※欲 張りフォト
（3ヶ所・2ヶ所でダウンタウン
有）、サンセットフォトオプション、撮影枚数
追加をお申し込み場合、料金が変わります。
（要問い合わせ）

ビーチ＋
カカアコフォトプラン

¥46,000

【挙式付】¥39,000 【挙式付】¥50,000 【挙式付】¥45,000 【挙式付】¥45,000 【挙式付】¥59,000 【挙式付】¥41,000

¥19,000

オリジナルコース

ドレス2着
着れちゃうプラン

¥42,000

スペシャルコース

60カット

$200～
$100～
$30～
$200 100カット $300
$20

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。
プラン内の黒燕尾服又は白燕尾服をグレードアップ。ハーフパンツセット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。
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。
同行者様が持込の場合無料。
ビデオカメラの持込料は＄40。挙式中のビデオ撮影はご遠慮下さい。
ゴープロ・ドローンは持込不可。

※$表示のオプションは全て別途州税（4.712％）がかかります。※お選びいただくプランによって一部オプションは料金が異なります。※お申込後のオプションのキャンセルは、撮影日の7日前より
（生花関連オプションは33日前より）全額のキャンセル料が発生致します。
※現地サロンでのお支払いには、US$の現金・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。）

※画像は全てイメージです。

スケジュールのご案内
前日
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。
（オリジナルコースのみ/ス
ペシャルコースの場合は必ず
お客様よりご連絡下さい。）
※前日衣裳合わせをお申し込
み の場 合、ホノルル 到 着 後
（衣裳合わせ開始30分前ま
でに）お電話下さい。

当日のスケジュール例
ホテルお迎え

衣裳合わせ

ドライバーが、
お客様のご宿泊
ホテルへお迎え。

サロンにて打ち合わせ＆衣裳合わせ。 サロンにてヘアメイクスタート。

ヘアメイク

約14日～21日後
撮影

※前日衣裳合わせをお申し込みの方
は前日に行います。

撮影場所へ移動し、
撮影スタート。

オリジナルコースは
ホテルへお送り
21日後までに、
撮影終了後、サロンへ戻りお着替え。
スペ シャルコースは
その後ホテルへお送り。
14日後まで にダウン
ロードURLをメールで
お送り致します。
（ドロップボックス）
※データのお届け欄参照

撮影の約2時間半〜3時間前位

約1時間

約1時間

約1時間

ドレス・タキシード・小物について
衣裳について

撮影用小物

◦プラン内レンタルドレスは各サイズ（オリジナルコースは日本サイズ5号から20号、
スペシャルコースは5号から24
号）合計約200着をご用意しています。
（各サイズに200着という意味ではございません。）
◦プラン内レンタル男性衣裳はオリジナルコースはS～3Lサイズ、
スペシャルコースはS〜5Lサイズをご用意しており
ます。
（黒の燕尾服又は白の燕尾服）※タキシードタイプはアップグレードとなります。

フォトプロップス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。
撮影用小物の持込について

◦２種類まで：持込料無料
◦3～４種類まで：＄30（現地払い）
◦5種類以上：お問合せ下さい。

※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。アップグレード、衣裳持ち込み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。
◦ドレスは全サイズに全てのデザインのドレス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。
（衣裳関連小物のお持ち込みは無料）
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）。サロンの用意している衣裳にてサイズ対応が出来ない方のみ
衣裳持込料は無料です。
（事前のサイズ表提出が必須となります）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。

同行者様の送迎について

※持ち込みの数量が多く、撮影時間が延長してしまった場合は、延長料を請求させていただく場合がございます。また、車にのせるこ
とができないサイズの物の持ち込みはご遠慮下さいませ。
※スペシャルコースは大きなもの（縦45cm×横50cm以内に収まらないもの）のお持込は不可となります。
※小物をお持ち込みの場合はご自身で持ち運び管理をしていただきます。紛失、破損、盗難等に関して責任を負いかねますのでご了
承ください。
※危険物のお持込はご遠慮下さい。

データのお届けについて

・オ
 リジナルコースは一部プランを除いて同行者3
名まで同乗可能です。
※【一部プランについて】2組同時フォトプランは同乗不可、
欲張りビーチフォトプランのダウンタウン以外の撮影場所を
お選びの場合以外は同乗可能人数は2名までとなります。3
か所撮影の場合はお問合せ下さい。

オリジナルコース

ドロップボックス（無料）
または日本への郵送（＄40/USB）

スペシャルコース

ドロップボックスまたは日本への郵送（＄50/CD-R）
※当日お送りする3カットはお渡しデータ100カットのうちの3カットとなります。

※オリジナルコースは撮影日より約3週間。
スペシャルコースは約2週間でお届け致します。

・スペシャルコースの場合は全てのプランにおい
て同乗不可となります。別途同行者様用送迎リ
ムジンをお申込みいただくか、同行者様ご自身
で撮影場所までのご移動手段をお手配いただき
ますようお願い致します。
・スペシャルコースでお子様がご一緒の場合はお
問合せ下さい。
・同行可能人数については中面該当欄をご参照
ください。

★ドロップボックス（画像共有サービス）について
【手順】①現地サロンよりお客様のメールアドレスに撮影データをダウンロード出来るURLをお送り
②URLをクリックしていただき、
お客様ご自身にてダウンロード

※メールアドレスは現地サロンにてお伺いさせていただきます。※ドロップボックス送付の場合、CD-R、USBのお渡しはございません。

雨の場合

※同行者送迎リムジンにつきましてはオプション欄参照。オリジナルコースの場合で同行者8名以上の場合の同行者様のご移動につ
いてはお問合せ下さい。
※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。
※州の規定により上記規定については急遽変更となる場合がございます。

ビーチでの撮影が出来ない場合、他の場所での撮影、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。※曇りや小雨の場合は決行となります。
※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。

※画像は全てイメージです。

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。10日をきったご予約はお電話又はFAX、お問い合わせフォームよ
りご連絡下さい。
●キャンセルの場合は当社営業時間内にメールまたはFAXにて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中面参照
●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・アラモアナビーチ・カイマナビーチ、スペシャルコースはマジック
アイランド・アラモアナビーチにて撮影します。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・アラモアナ地域対象※スペ
シャルコースはカハラ地区も対象。）※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）にご変更ご希望の場合は当日の打ち合わ
せ時にサロンスタッフまでご相談下さい。
（ワイキキ・アラモアナ地区対象）
ホテル以外の送迎において発生したお手荷物についての紛失・盗難・置き引き等については当社
および現地催行会社では一切の責任を負いかねます。
●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、
ドライバー等それぞれに約$10〜$20）

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）
●撮影当日の撮影コーディネーターは、
※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 なし
（但し、ウェディングオプションをお申込みされた場合はスペシャルコースのプランにもコーディネー
ターはつきます。）
●レンタル衣裳に大きく汚れ又は損傷を起こされた場合は、現地サロンにて弁償代を請求させて頂く
ことがございます。
●お客様が撮影場所に撮影機器を持込、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。なお、ゴープロ・ドローンのお持込はご遠慮ください。
※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）。
●サロンには貴重品をお預けいただける場所がございませんので、お持ちの際は貴重品は新郎様
のポケットに入る程度（撮影中も含め）の必要最低限にして頂きますようお願い致します。お持ち込
み頂いた貴重品はご自身での管理をお願い致します。紛失、盗難、破損等については当社並びに
現地催行会社では一切の責任を負いかねます。
●お渡しするデータ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。お渡ししたデータの他社サービスでの使用に
おいて、弊社では各社及び各サービスの対応可否や仕様の確認は行っておりませんのでご了承く
ださい。
●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。撮影内容を確約または保証するものでは
ございません。当日の状況により内容が異なる場合がございます。内容が異なった際のご返金は致
しかねます。
●ビーチ等の屋外の撮影場所は公共の場所となり、一般の観光客の方や現地住民の方がいらっしゃ
いますため、お写真に写り込んでしまう可能性がございます。カメラマンは写り込まないよう最大
限努力をさせていただきますが、写り込んでしまう可能性がある旨、予めご了承下さいませ。
●災害・疫病などによりプラン内容やスケジュールが変更になる場合がございます。予めご了承くだ
さい。

●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

FA X

営業時間 月〜金／10：00〜18：00

03-3436-3004

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
サイトはこ専用
ちら♪
american_holidays

検索 （フォト）

ameholiwedding

検索 （挙式）

