2018年4月1日～2019年3月31日

オプション

衣裳

新婦レンタル衣裳【日本よりご持参】

¥80,000

新郎レンタル衣裳【日本よりご持参】

¥20,000

新婦レンタル衣裳【現地受け取り】

¥228,000

新郎レンタル衣裳【現地受け取り】

¥80,000

新婦衣裳お持込料

¥35,000

新郎衣裳お持込料

¥15,000

新婦衣裳￥80,000よりご用意しております
新婦小物（ショートベール・ショートグローブ・ミニティアラ・ネックレス・イヤリング）含む
新郎衣裳￥20,000よりご用意しております
新郎小物（ポケットチーフ・グローブ・サスペンダー・アームバンド）含む
新婦衣裳￥228,000よりご用意しております（合計：3型）
新婦小物（ショートベール・ショートグローブ・ミニティアラ・ネックレス・イヤリング・靴）含む
新郎衣裳￥80,000をご用意しております（合計：1型）
新郎小物（ポケットチーフ・グローブ・サスペンダー・アームバンド・靴）含む
弊社の衣裳をご利用されない場合はお持込み料がかかります

ファーストレンタルドレスプラン

¥168,000

新婦衣裳￥168,000よりご用意しております
新婦小物一式・靴レンタル含む*ドレスは挙式後1ヶ月間ご自由にお使いいただけます
（小物・靴は挙式当日のみのレンタルとなります）*新品のパターンオーダードレスとなります

衣裳郵送サービス(現地⇒日本）
※ケリーアンでレンタルまたは購入された、ドレス・タキシード・小物のみです
¥70,000
※レンタル衣裳単品でお申込み頂く事はできません 必ず新婦ヘアメイクと一緒にお申込み下さい
新婦（ブライダルインナー（肩紐なし）・ストッキング）を、新郎（ワイシャツ（カフス）・靴下）をご持参ください

美容

フラワー

新婦ヘア＆メイク

¥50,000

フラワーシャワー

¥7,000
¥10,000
¥15,000

ヘッドピース
ハクレイ

ブーケに合わせたお花でご用意いたします（*花材・お色目はお選びいただけません）
ブーケに合わせたお花でご用意いたします（*花材・お色目はお選びいただけません）

サイズ21.6×21.6ｃｍ 20ページ 20カット CD-Ｒ30カット付
プラスティックケース入り
A4サイズ 12ページ 約30カット CD-R30カット付
ケリーフォトブック(STD)
¥198,000
ハードカバー プラスティックケース入り
A4サイズ 12ページ 約30カット CD-R60カット付
ケリーフォトブック(SUP)
¥238,000
ハードカバー 化粧箱入り
サイズ26.6×26.6ｃｍ 20ページ 約30枚 CD-R60カット付
ケリーフォトブック(DLX)
¥258,000
ハードカバー 化粧箱入り グロス/マットタイプよりお選び頂けます
サイズ26.6×26.6ｃｍ 20ページ 約30枚 CD-R60カット付
ケリーフォトブック(LUXURY）
¥278,000
ハードカバー ワンピースカートンケース入り
サイズ29×23ｃｍ 20ページ 約30枚 CD-R60カット付
ケリーフォトブック(PUREMIUM）
¥308,000
ハードカバー 化粧箱入り
※挙式～乾杯迄の撮影を行います ※ご帰国後、約2ヶ月後のお届けとなります（日本渡し） ※ アルバムの写真選定はカメラマンのおまかせになります

ケリーフォトブック(CUTE)

アルバム

（約6名様分）

¥128,000

アルバム特急仕上げ

¥30,000

アルバムを特急で制作いたします ※ご帰国後、約1ヶ月後のお届けとなります

写真セレクト

¥15,000

アルバムの写真選定はカメラマンのおまかせになります
アルバムに使用する写真をご自身で選定したいお客様はお申し込みください

写真データー先渡し

追加フォトツアー

ウェディングＤＶＤ または ブルーレイ

¥5,000
¥85,000

¥190,000

アルバムをお申込みの場合で、予め写真データーをご入用の場合はお申し込みください
帰国後約2週間で日本のご自宅にお届けいたします
アルバムをお申し込みの方の追加オプション 追加50カット
お部屋でのお支度から挙式後、リゾート内での撮影を行います
※アルバムに掲載されるカット数は変わりません
お支度～乾杯迄の撮影を行います （約20分編集/メニュー無し）
*追加フォトをお申し込みの方はお支度～挙式～ビーチ迄の撮影を行います

ダイジェスト

¥38,000

ウェデイングＤＶＤまたはブルーレイをお申し込みのお客様の追加の
アップグレードオプションとなります
（約５分編集/本編にダイジェストを追加して製作いたします）

ドローン撮影*追加オプション

¥50,000

ウェディングDVD又はブルーレイ＆追加フォトプランをお申し込みの方の追加オプション
フォトプランの際にドローンで撮影をいたします
約20分編集に約3分～5分を追加して編集いたします

DVD

※商品はご帰国後、約２か月後に日本のご自宅へお届け致します
特急仕上げ

¥30,000

ＤＶＤまたはブルーレイを特急で制作いたします（※ご帰国後、約1ヶ月後のお届けとなります）

注意事項
・フォトグラファー、ビデオグラファーのお持込はお断りしております。
･挙式中のご参列者様による写真またはビデオ撮影はご遠慮ください。
・参列者様が4名様以上の場合、お一人様につき追加代金が別途かかります。*料金はお問い合わせください

キャンセル規定
（オプション）
挙式日の前日から起算して28日前から22日前まで・・・代金の20％
挙式日の前日から起算して21日前から15日前まで・・・代金の50％
挙式日の前日から起算して14日前から3日前まで・・・代金の70％
挙式日の前日から起算して2日前から挙式当日まで・・・代金の100％
（ドローン撮影について）
※強風・悪天候で、ドローンでの撮影が不可と弊社が判断した場合
￥50,000を、お客様ご帰国後に返金いたします
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