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 ハワイ
ビーチ＋教会フォトウェディング

2018年4月〜2018年9月

14教会を
厳選！

業界初！ ビーチと教会で写真だけ撮れるプラン登場！！

海外挙式＋ビーチフォトがセットで168,000 円〜
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ホノルル チャーチ オブ ゴッド

カイルアユナイテッドメソジスト
K a i l u a  U n i t e d  M e t h o d i s t  C h u r c h

●撮影ビーチは全米ベストビーチに選ばれたワイマナロビーチ！
●フォトプランのみでもリムジン送迎！（サロンー撮影場所間）

Beach

Church

閑静な住宅街に佇む、純白の可愛らしい教会。女性牧師によって造られた歴史ある
教会です。白く美しい外観は純白のウエディングドレス姿がよく似合います。
内観の撮影後は、小さな緑のガーデンでの撮影もおすすめです。

木を基調とした南国風の教会。
教会前には広大なガーデンがありモンキーポッドとの撮影もできます。
教会内はもちろん、豊かなカイルアの自然と、
美しいワイマナロビーチでの撮影が叶うおすすめのプランです。

※ウェディングの音楽はオルガンのみ（シンガーなし）。
※撮影一ヶ月前以降のご予約はリクエストベースとなります。

※土曜はリクエストベース

フォトプラン フォトプランフォト＆教会挙式プラン フォト＆教会挙式プラン

●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：ワイキキより車で 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）

プリマリエ教会

「光と花の教会」と称される白く美しい教会。パームツリーが出迎える外観は
南国のハワイらしい雰囲気です。大理石で造られた白く湖面のように美しいバージンロード。

アフターセレモニーには、教会前でのフラワーシャワーがおすすめです。

リムジン送迎
（サロン 　
リムジン送迎
（サロン 　 撮影場所） 撮影場所）99,000 149,000168,000 228,000

●教会名：プリマリエ教会　
●所在地：3259 L inco ln  Ave . ,  Hono lu lu ,  H I　●収容人数：約80人　
●アクセス：ワイキキより車で 15分　●バージンロード：白／13m
●ステンドグラス：あり　●音楽：オルガン

撮影開始時間 11:00/12:00/13:00/14:00/15:00
所 要 時 間 約4時間30分          撮影不可日 日曜、祝日

撮影開始時間 14：00/14：30 ／ 挙式付 10：00/11：30/13：00
所 要 時 間 約5時間 ／ 挙式付 約5時間30分          撮影不可日 日曜、祝日

日本人コーディネーター
※チャーチオブゴッドを除く

無料前日
衣装合わせ

※チャーチオブゴッドを除く
12：00／13：00 
14：00／15：00

※ご希望の際は要予約

催行サロン：マサコフォーマルズ　　※申し込み期日・キャンセル規定は裏面参照

※下記内容と異なる場合は、各プラン欄に記載フォトプランに含まれるもの フォト＆教会挙式プランに含まれるもの お客様にご用意して
頂くもの

⬆左記フォトプランの内容に加えて

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

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

100

新婦
ヘア＆メイク 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

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

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

州 税送 迎

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

ビーチ
＆

教会撮影

サッシュ
リボン

海外挙式＋ビーチフォトがセットで168,000 円〜

おすすめ
教会①

おすすめ
ポイント

New

フォト＆教会挙式プラン

フォトプラン

298,000
158,000

撮影開始時間
10:00/11:00/13:00
所 要 時 間

約5時間 ／ 挙式付 約5時間30分
撮影不可日 土曜、日曜、祝日

●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

サロ
ン　 撮影場所サロ
ン　 撮影場所

【新郎】
 靴下・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）



セントマークス教会

キャルバリーバイザシー教会
C a l v a r y  B y  T h e  S e a  L u t h e r a n  C h u r c h

Beach

Church

ハワイ王族の女王エマ創立の歴史ある教会。4方からのステンドグラスに照らされ青や赤に光り
輝く聖堂内は幻想的な美しさです。十字架が並ぶステンドグラス、右側の小さな祭壇など
様 な々シーンでの撮影もおすすめ。隣接するガーデンでは美しい緑との撮影が可能。

祭壇の前に広がる海を眺めながら愛を誓い合うことができる
特別な教会。外観は海に向かって開く貝の形がモチーフ。
海と緑に囲まれプライベート感のある南国風の雰囲気です。
海の前のガーデンや、ヤシの木と白いハイビスカスが並ぶ小路での
撮影もおすすめ。

●教会名：セントマークス教会　
●所在地：539 Kapahu lu  Ave ,Hono lu lu  Hawa i i  96815　●収容人数：120人　
●アクセス：ワイキキより車で約10分　
●ステンドグラス：あり　●音楽：パイプオルガン

ヌウアヌコングリゲーショナル教会

ハワイで初めて日本人の挙式を行った日本人ゆかりの教会。木目調の建築に赤いバージンロー
ドが映える温かみのある内観。豊かな自然に囲まれたガーデンでは、小川のせせらぎが聴こえて
きます。黄色のハイビスカスに彩られた白いガゼボの前での撮影も絵になるスポットです。

●教会名：ヌウアヌコングリゲーショナル教会　
●所在地：2651 Pa l i  H ighway ,  Hono lu lu  ,Hawa i i  96817　●収容人数：350人　
●アクセス：ワイキキより車で約20分　
●ステンドグラス：あり　●音楽：パイプオルガン

撮影開始時間 11:00/12:00/13:00
所 要 時 間 約5時間 ／ 挙式付 約5時間30分          撮影不可日 土曜、日曜、祝日

撮影開始時間 11:00/13:00
所 要 時 間 約5時間 ／ 挙式付 約5時間30分          撮影不可日 日曜、祝日

フォト＆教会挙式プラン

348,000
撮影開始時間
12:00/13:00/14:00
所 要 時 間 約5時間30分
撮影不可日 日曜、祝日

※フォトプランはございません。

●オアフ島の中で唯一のオーシャンフロントにある教会！

おすすめ
ポイント

おすすめ
教会②

サロ
ン　 撮影場所サロ
ン　 撮影場所

●教会名：キャルバリー・バイ・ザ・シー教会　●所在地：5339 Ka lan ianao le  Hwy .Hono lu luH I
●収容人数：350人　●アクセス：ワイキキより車で 15分　●バージンロード：ベージュ／10m
●ステンドグラス：なし　●音楽：オルガン

フォト＆教会挙式プランフォトプラン

152,000 270,000リムジン送迎
（サロン 　
リムジン送迎
（サロン 　 撮影場所） 撮影場所）

フォトプラン

159,000
フォト＆教会挙式プラン

248,000リムジン送迎
（サロン 　
リムジン送迎
（サロン 　 撮影場所） 撮影場所）
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エピファニー エピスコパル教会

100年以上の歴史を持つ英国様式の教会。レンガ造りが可愛らしく、
芝生を入れた外観の撮影は、まるでおとぎの世界の雰囲気です。聖書の内容が

描かれたステンドグラスは、光に照らされ色鮮やかな風景を映し出します。

フォト＆教会挙式プラン

●教会名：エピファニー エピスコパル教会　
●所在地：1041 10th  Av ,Hono lu lu ,H I
●収容人数：約150人　●アクセス：ワイキキより車で約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

リムジン送迎
（サロン 　
リムジン送迎
（サロン 　 撮影場所） 撮影場所）169,000 338,000

撮影開始時間 11:00/12:00/13:00
所 要 時 間 約4時間30分 ／ 教会挙式付 約5時間          撮影不可日 水曜、日曜、祝日

フォトプラン

モアナルアコミュニティ教会

セントクレメンツ教会

壁一面に広がる海のモチーフが描かれた大きなステンドグラスが特徴。
映画のようなドラマティックな一枚が撮影出来ます。内観は、木のぬくもりを感じる

落ち着いたアットホームな雰囲気。外のお庭での撮影もおすすめです。

三角屋根の緑豊かな教会。アーチ型の天井は船底がモチーフ。両サイドのテラスから
差し込む暖かな光が、まるで光差す海の中にいるように優しく包みこんでくれます。

祭壇の正面にはステンドグラス、右側には立派なパイプオルガンがあります。

フォトプラン フォト＆教会挙式プラン

フォト＆教会挙式プランフォト＆教会挙式プラン

●教会名：モアナルアコミュニティ教会　
●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人　●アクセス：ワイキキより車で 30分　●バージンロード：赤／15m
●ステンドグラス：あり　●音楽：オルガン

●教会名：セントクレメンツ教会　
●所在地：1515 W i lder  Ave .  Hono lu lu ,  H I  96822 HAWAI I
●収容人数：180人　●アクセス：ワイキキより車で 15分　●バージンロード：赤／10m
●ステンドグラス：あり　●音楽：パイプオルガン

ユナイテッドチャーチオブクライスト

青に黄色の十字架が描かれた大きなステンドグラスが特徴。ヌアヌの丘に佇む隠れ家の
ような教会です。落ち着いた雰囲気の中、正面から照らすステンドグラスが神聖な

空間を創り出してくれます。幻想的な雰囲気がお好みなカップル様におすすめです。

オプションOpt ion

リムジン送迎
（サロン 　
リムジン送迎
（サロン 　 撮影場所） 撮影場所）

リムジン送迎
（サロン 　
リムジン送迎
（サロン 　 撮影場所） 撮影場所）

サンセットフォトオプション 美肌加工
女性に嬉しいオプション新登場

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？ 美肌編集をしてからCDデータを

お渡し。1ヶ月後にご自宅へ郵送。●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）

各コース 1日1組限定
新婦様のみ

※衣装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。※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、サンセットもベビーシッターが必要となります。

クイックヘアチェンジ付き

※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。※アルバム注文の場合はアル
バム届けが遅くなります。

189,000

224,000168,000

268,000

320,000257,000
●教会名：ユナイテッドチャーチオブクライスト教会　
●所在地：467　Nor th  Judd  S t ree t  Hono lu lu ,　Hawa i i　96817
●収容人数：200人　●アクセス：ワイキキより車で 20分　●バージンロード：赤or白／15m
●ステンドグラス：あり　●音楽：電子オルガン

サロ
ン　 撮影場所サロ
ン　 撮影場所

65,000
79,000 39,000

撮影開始時間 月火木金 ／ 10：00/12：30　水 ／ 11：30/12：30 挙式特典  新郎新婦のバラの交換儀式付！！     撮影開始時間 月水土 ／ 11：00

撮影開始時間 11:00/13:00

所 要 時 間 約5時間 ／ 教会挙式付 約5時間30分          撮影不可日 土曜、日曜、祝日 所 要 時 間 約5時間 ／ 教会挙式付 約5時間30分          撮影不可日 火曜、木曜、金曜、日曜、祝日

所 要 時 間 約5時間 ／ 教会挙式付 約5時間30分          撮影不可日 火曜、木曜、金曜、日曜、第一土曜、祝日

フォトプラン フォトプラン
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セントラルユニオン大聖堂

ホーリーナティビティ教会

ヨーロッパ風のアーチ型天井に純白の柱、両サイドにある窓からは心地よい光が入り、この上ない開放
感があります。真紅のバージンロードは35m。十字架の祭壇には「LOVE NEVER FAILETH」=「愛は

永遠に尽きず」と刻まれています。まさに花嫁様の夢を叶えてくれる憧れの教会です。

「聖なるキリスト降誕」を表す「ホーリーナティビティ」。挙式では二人で一つのキャンドルを
灯す儀式もあり、厳かで安らぎを与えてくれる聖なる教会です。白いバージンロードに

紫を基調としたステンドグラス。858本のパイプオルガンが奏でる音も印象的。

フォトプラン

フォト＆教会挙式プラン

フォト＆教会挙式プラン

●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人　●アクセス：ワイキキより車で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

●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人　●アクセス：ワイキキより車で 30分　●バージンロード：白／15m
●ステンドグラス：あり　●音楽：パイプオルガン

カワイアハオ教会

カウマカピリ教会

ハワイ王朝の結婚式にも使用された歴史ある本格派教会。珊瑚で造られた白い外壁も
特徴の一つ。堂内にある真紅のバージンロードや2500本のパイプオルガンの荘厳な音色が、

感動的なウェディングを演出してくれます。噴水のある美しいお庭での撮影も可能。

「ハワイの教会の女王」として知られる由緒ある教会。ゴシック様式の外観や
ティファニー製のステンドグラスが印象的。真紅のバージンロードにシャンデリア、

装飾が施された緑のパイプオルガン。優雅で美しく一つ一つのシーンが絵になります。

※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）

※画像は全てイメージです。

リムジン送迎
（サロン 　
リムジン送迎
（サロン 　 撮影場所） 撮影場所）

ワイマナロビーチへグレードアップアルバム

アラモアナ周辺ビーチからワイマナロビーチへ
グレードアップ！より美しいビーチでの写真を残
したいお客様に大人気のオプション。2015年
に全米ベストビーチに選ばれたワイマナロビー
チは砂浜がとても白く、海はエメラルドグリーン
に輝くとても美しいビーチ。白と青の美しいコン
トラストでワンランク上のビーチフォトに。

フォトプラン料金+

※ご予約状況によってはお受け出来ない場合がございます
※所要時間は約1時間延長となります

209,000

239,000

348,000

333,000

●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人　●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

●教会名：カウマカピリ教会　
●所在地：766Ｎ．King   ST   hono lu lu    Hawa i i
●収容人数：300人　●アクセス：ワイキキより車で 20分　●バージンロード：赤／16m
●ステンドグラス：あり　●音楽：パイプオルガン

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

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＆教会挙式プラン

フォト＆教会挙式プラン

304,000

391,000

※フォトプランはございません。

※フォトプランはございません。

●アルバム“ノア” ● アルバム“アネラ”
●15.5×20.5cm���
●16ページ�
　約30カット

撮影後約1ヶ月半～�
2か月後にご自宅へ�
お届け

●20.5×20.5cm���
●20ページ��
　約35カット

撮影後約1ヶ月半～�
2か月後にご自宅へ�
お届け

34,000 46,000 74,000

挙式特典  ユニティキャンドル付！！ 
撮影開始時間 月・火・木・金・土 11:00/13:00　水 13:00 撮影開始時間 10:00/12:00/14:00

撮影開始時間 11:00/13:00 撮影開始時間 11:00/12:00/13:00

所 要 時 間 約5時間 ／ 教会挙式付 約5時間30分          撮影不可日 日曜、祝日 所 要 時 間 約5時間30分          撮影不可日 火曜、木曜、金曜、土曜、日曜、祝日

所 要 時 間 約4時間30分 ／ 教会挙式付 約5時間          撮影不可日 水曜、土曜、日曜、祝日 所 要 時 間 約5時間          撮影不可日 土曜、日曜、祝日

フォトプラン

※��ユニティキャンドルとは、1つの家族になるという意味を込めて新郎新婦の�
2つのキャンドルから1つのキャンドルに火を灯す儀式。



p4

リハーサル
メイク

美容師同行

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

 レクエルド撮影オプション

※当オプションをお申し込みの場合、アルバム“ノア”・“アネラ”はお申し込み頂けません。�※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。�※リクエストベース�※ビーチをワイマナロに変更の場合は料金要確認。
※データのお届けについては裏表紙の「データのお届け」を参照。

14時開始のみ（1日1組限定） 
所要時間約2時間30分

美容師がアテンドするので心配な
お化粧崩れにもしっかり対応！

ホテル～サロン間の送迎込。

前日衣装合わせも
含まれているため安心！

※流れは衣装合わせ（60分以内）の後にリハーサルメイク（約60分）を行います。延長した場合は別途料金が発生致しますのでご了承下
さいませ。※お申込は撮影日の33日前まで。キャンセル料は撮影日14日前から全額発生となります。※アレルギーや敏感肌のお客様は
予めお伝え下さいませ。尚ご自身のお化粧品のお持込も無料で可能です。

※�美容師はサロンのヘアメイク時と同じ美容
師が同行となります
※�美容師はお客様の持ち物や貴重品などを預
かることはできません
※�アレルギーや敏感肌のお客様は予めお伝え
下さいませ。尚ご自身のお化粧品のお持込
も無料で可能です。

 “このフォトグラファーに撮ってもらってよかった”そう思ってもらえるよう
我々はシャッターを切り続けます。想いをカタチに。               - RECUERDO -

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 エピファニーエピスコパル 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 カイルアユナイテッドメソジスト

￥64,000
教会挙式付

￥71,000
￥64,000　　 教会挙式付  ￥74,000

取り扱なし
教会挙式付

￥74,000

￥96,000
フォト＆挙式付
￥103,000

プリマリエ セントクレメンツ ユナイテッドチャーチオブクライスト セントマークス ヌウアヌコングリゲーショナル カウマカピリ キャルバリー

￥64,000　　　 教会挙式付  ￥74,000 取り扱なし　　　 教会挙式付  ￥74,000

オプションOpt ion

49,000

49,000教会挙式付プラン

フォトプラン 44,000
66,000

74,000
134,000
184,000 54,000 69,000

Before After

change

新婦スリム加工編集 
お客様からのご要望多数！ お渡しの100カットが対象！！

※顔と二の腕が加工対象。
※�スペシャルコースはお届けが撮影日の約2ヶ月後。
※�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がございます。
※アルバム注文の場合はアルバム届けが遅くなります。

レクエルドアルバム レクエルド
美肌加工

レクエルド
サンセット

26.5cm×26.5㎝/15カット
カップル対象100カット
郵送料込み2週間後お届け

追加70カットP40(27.5×27.0cm)
約50カット

P60 (27.5×27.0cm) 
 約90カット

・レクエルドライブパネル
（3面フォリオ）

・レクエルドブック
※お届けは1ヶ月半後　美肌加工が付いた場合のアルバムのお届けは2週間程延びます。



お得なオプションパック

アルバム「ノア」3冊セット 生花ブーケ（ブートニア付）＆
アルバム「ノア」セット

お客様の声から生まれた人気オプション。
せっかくのハワイでの思い出をご両親にもプ
レゼントしてみませんか？
3冊同時購入でおトク！

フォト＆教会挙式をお申込みの方におすすめ！
ウェディングで人気の生花ブーケ＆ブートニ
アとアルバムがセットでおトクに！

（生花は裏面から1種類お選びください。）
※生花ハクレイは付いておりません。

通常より¥7,000お得！
通常より最大¥6,000お得！

両家プレゼントパック ウェディングおすすめパック

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。

花嫁をより美しくひきたてる生花ブーケやハクレイ。大人気オプションです！

生花ブーケ（ブートニア付き） 生花フラワーシャワー

 リムジングレードアップ  

ベビーシッター（撮影時にお世話） 

前日衣装合わせ

お二人の撮影を動画で残せる人気のオプション

 DVD（動画／約10分編集）

同行者専用送迎車リムジン（8名定員リムジン）

※サロンから撮影場所間※リムジンの内観・外観撮影はリクエストベースとなります。

※【スケジュール】�同行者様宿泊ホテル→撮影場所間→同行者様宿泊ホテル
※お申込みの際は、同行者様の代表者名、宿泊ホテル、人数をお知らせ下さいませ。

※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。

★は15分編集／
☆は20分編集

撮影前日に衣装を見たい・着たい方にオススメです。　12:00/13:00/14:00/15:00開始（ホテルお迎え15分前頃）

ホテル～サロン間の
送迎込。

※お送りの際、混載となる場合がございます。※フォト＆教会挙式プランは前日衣装合わせ込み。
※衣装お持ち込みの場合は、お申し込み出来ません。※但し現地事情により変わる場合もございます。

※画像は全てイメージです。

※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）

■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。※リハーサルメイクのキャンセル料は、14日前から全額かかります。

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

エピファニー
エピスコパル

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 カイルアユナイテッド

メソジスト

￥79,000★　 教会挙式付 ￥89,000☆
取り扱なし
教会挙式付
￥89,000

￥79,000★
教会挙式付

￥95,000☆

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

エピファニー
エピスコパル

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 カイルアユナイテッド

メソジスト

￥49,000 ￥54,000

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

エピファニー
エピスコパル

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 カイルアユナイテッド

メソジスト

￥38,000
教会挙式付
￥41,000

￥42,000
教会挙式付
￥45,000

取り扱いなし
教会挙式付
￥45,000

￥42,000
教会挙式付
￥45,000

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

エピファニー
エピスコパル

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 カイルアユナイテッド

メソジスト

￥43,000
教会挙式付
￥44,000

￥43,000
教会挙式付
プランに含む

プランに含む
プラン欄参照

プリマリエ セントクレメンツ ユナイテッドチャーチオブクライスト セントマークス ヌウアヌコングリゲーショナル カウマカピリ キャルバリー

￥79,000　 教会挙式付  ￥89,000
取り扱なし
教会挙式付

￥89,000

プリマリエ セントクレメンツ ユナイテッドチャーチオブクライスト セントマークス ヌウアヌコングリゲーショナル カウマカピリ キャルバリー

￥43,000　　　 教会挙式付  プランに含む
プランに含む
プラン欄参照

プリマリエ セントクレメンツ ユナイテッドチャーチオブクライスト セントマークス ヌウアヌコングリゲーショナル カウマカピリ キャルバリー

￥49,000　

プリマリエ セントクレメンツ ユナイテッドチャーチオブクライスト セントマークス ヌウアヌコングリゲーショナル カウマカピリ キャルバリー

￥42,000　　 教会挙式付  ￥45,000
取り扱いなし
教会挙式付
￥45,000

生花ブーケ
　　　　　　　 23,000 
生花ブーケ＆ハクレイセット
　　　　　　　 43,000

※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

23,000（8名分）

19,000 95,000 52,000

アンセリュームと
ホワイトローズ

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

オレンジローズと
デンドロビューム

ピンクローズと
カーネーション

ホワイトローズと
グリーンカーネーション＆
グリーンデンドロビューム

オレンジローズと
アンセリューム

ピンク＆ホワイトローズと 
デンドロビューム

ホワイトローズとブルー
デルフィニューム＆
デンドロビューム

ホワイトローズと
デンドロビューム

オレンジローズ＆
ホワイトローズ

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

生花ブーケ
　　　　　　　 24,000 
生花ブーケ＆ハクレイセット
　　　　　　　 46,000



表4

注意事項（重要ですので、必ずお読みください）
●��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。（チャーチオブゴッドの一ヶ月を切っ
たご予約はリクエストベースとなります。）

●��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。
●��エピファニーエピスコパルチャーチ・カウマカピリ教会のフォト＆挙式プランは「婚姻届受理証明書」の教会への提出が必須となりま
す。挙式15日前までにアメリカンホリデーズまで写しを提出して頂き、挙式当日にご自身で教会まで証明書をお持ち下さい。

●�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。
●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。

●挙式をご利用の場合、挙式中はご同行者様のお持込いただいた撮影機材での撮影は禁止となっております。予めご了承下さいませ。
●挙式の際は、新郎様によるハーフパンツ着用は禁止となっております。予めご了承下さいませ。
●カメラマンの指示に従わず無理な撮影を行い、ドレス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。

お客様よりサロンへ
お電話を頂きます。

ご宿泊ホテルへ 
データをお届け

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。

●�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。

・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）

◦�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。�
※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。

◦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）サロンの用意
している衣装にてサイズ対応ができない方のみ衣装持込料は無料です。（事前のサイズ表提出が必須です。）

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。

衣装について 衣装関連小物（持ち込み料無料）

撮影用小物

前日 翌 日々 夜当日

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。

ホテルお迎え 衣装合わせ ヘアメイク 撮影&挙式 ホテルへお送り
サロンスタッフがお客様の
ご宿泊ホテルへお迎えに…。

サロンにて衣装合わせ。 サロンにて、打ち合わせ＆
ヘアメイクスタート。

撮影場所へ移動し、撮影スタート。
（挙式は申込者のみ）

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。 ※�データのお届け欄参照

撮影の約2時間半前位 約1時間 約1時間

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。

撮影用小物を持ち込む場合
◦2個まで：無料�◦�3～4個：$30（現地払い）�◦�５個以上：お問い合わせ下さい。
※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、車に載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。

※�尚、幼児並びにベビーシッター、コーディネー
ター、美容師も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。

●�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。

スケジュール例

ドレス&タキシード&小物のご案内

同行者について データのお届け

雨の場合

フォトプランの所要時間約4時間30分〜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。

約1時間

●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

アメホリウェディングブログ 検索

スマホ専用サイトはこちら♪

@american_holidays @hawaii.beachphoto

blog ameblo.jp/american-holidays/

キャンセル規定 お申込み期限

教会名 フォト フォト＆挙式
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

教会名 フォト フォト＆挙式
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￥41,400、10日前から￥69,000,7日前から100％
セントラルユニオン教会 大聖堂 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％
プリマリエ教会 撮影日33日前から50％、10日前から70％、7日前から100％ 挙式日33日前から50％、10日前から70％、7日前から100％
セントクレメンツ教会 撮影日33日前から50％、10日前から70％、7日前から100％ 挙式日33日前から50％、10日前から70％、7日前から100％
ユナイテッドチャーチオブクライスト教会 撮影日33日前から50％、10日前から70％、7日前から100％ 挙式日33日前から50％、10日前から70％、7日前から100％
カウマカピリ教会 — 挙式日33日前から50％、10日前から70％、7日前から100％
キャルバリー教会 — 挙式日33日前から50％、10日前から70％、7日前から100％
セントマーク教会 撮影日33日前から50％、10日前から70％、7日前から100％ 挙式日33日前から50％、10日前から70％、7日前から100％
ヌウアヌコングリゲーショナル教会 撮影日33日前から50％、10日前から70％、7日前から100％ 挙式日33日前から50％、10日前から70％、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。

【オプションのキャンセルチャージ】
下記オプション以外は撮影日の7日前より全額
◦リハーサルメイク・・・撮影日の14日前より全額

※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）


