
2018年4月1日～2019年3月31日/ローマ・アマルフィ
2018年4月1日～2018年12月31日/フィレンツェ・ヴェネツィア

衣裳郵送サービス（現地→日本） ¥70,000

新婦衣裳お持込料 ¥35,000

新郎衣裳お持込料 ¥15,000

新郎ヘアスタイリング ¥5,000

新郎メイク ¥8,000

ケリーフォトブック（SS) ¥36,000

ケリーフォトブック（MS) ¥50,000

【iPhone限定】ウェブアルバム ¥40,000

【iPhone限定】ウェブアルバム＆ケリーフォトブック(SS)セット ¥46,000

【iPhone限定】ウェブアルバム＆ケリーフォトブック(MS)セット ¥60,000

【iPhone&LINE限定】フォトスライド ¥20,000

ケリーフォトブック(CUTE) ¥128,000

ケリーフォトブック(STD) ¥198,000

ケリーフォトブック(SUP) ¥238,000

ケリーフォトブック(DLX) ¥258,000

ケリーフォトブック(LUXURY） ¥278,000

ケリーフォトブック(PREMIUM） ¥308,000

ケリーフォトブック(PRIME) ¥328,000

CD追加フォト（追加30カット） ¥30,000

ローマ　追加フォトツアー（追加30カット） ¥85,000

(アマルフィ/ポジターノ）　追加フォトツアー ¥80,000

ポジターノ　追加フォトツアー ¥170,000

アマルフィ　追加フォトツアー ¥170,000

ラベッロ　追加フォトツアー ¥120,000

フィレンツェ　追加フォトツアー（2箇所追加） ¥70,000

フィレンツェ　追加フォトツアー（セントジェームス教会） ¥120,000

ヴェネツィア　追加フォトツアー ¥70,000

アルバム特急仕上げ ¥30,000

写真データ先渡し ¥5,000

写真セレクト ¥15,000

・フォトプランの代金は、日本ご出発前にお申し込み窓口へお支払いください

・挙式をされない方が対象のフォトプランです

・料金や内容は、予告なく変更になる場合があります

・お申し込みいただいてからの手配となり、ご希望に添えない場合もございます

・現地到着日または移動日の撮影はお受けできません

・天候及び現地諸事情により、撮影日の変更または中止をさせていただく場合がございます　変更・中止の判断は弊社でさせて頂きます

  変更の場合、お申し込みのドレス及びタキシードが使用出来ない場合がございます

・フォトグラファー等当社指定外の外部業者のお持込はお断りしております　また、写真はフォトグラファーの選定となります

・プランに含まれるレンタル衣裳代金を超える衣裳をお選びいただいた場合は、差額のお支払いにてアップグレード可能です

・衣裳サイズによりましては、レンタル衣裳をご用意できない場合がございます　また、衣裳のご予約状況により、ご案内出来る衣裳が異なり、衣裳差額が生じる場合がございます

・新郎様Ｙシャツ（カフス）・靴下、新婦様ブライダルインナー（肩ひものない下着）・ストッキングはご持参ください

・記載以外のリゾートでの撮影はお問い合わせください

・プランに含まれる内容をご利用されない場合は、権利放棄となりご返金やその他オプションへの充当はございません

・衣裳持込の場合は、基本小物一式のお貸出しはございません

・お申し込みの際には、弊社WEBサイトの注意事項を必ずご確認ください　www.kellyan.co.jp

【ご試着の際の注意事項】
・原則として、日本試着はご出発日の30日前までとさせていただきます。

・ご出発日の30日前以降は、お客様にてご用意をお願いいたします。

・また、日本試着のご希望日でご予約がお取りできない場合もございます。

　その場合も、お客様にてご用意をお願いいたします。（＊お客様にてご用意いただく場合は、衣裳お持込料が必要となります）

・余裕をもって、ご来店予約をお済ませください。

撮影日の前日から起算して28日前から22日前まで・・・代金の20％
撮影日の前日から起算して21日前から15日前まで・・・代金の50％
撮影日の前日から起算して14日前から3日前まで・・・代金の70％
撮影日の前日から起算して2日前から撮影当日まで・・・代金の100％     

衣裳関連

※左記の配送料金は、ケリーアンでレンタル又は購入された、ドレス・タキシード・小物のみです

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

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

※アルバムの写真選定およびレイアウトにつきましては、アルバム制作会社がおこないます

※ケリーフォトブック（PRIME)をお申込の場合、納品画像に美肌補正を行いご納品いたします　補正内容につきましてはデザイナーへのおまかせとなります

美容

アルバム

サイズ18×18cm　20ページ　約30カット　ソフトカバー

サイズ26×26cm　20ページ　約30カット　ソフトカバー

20ページ　約30カット
＊WEBアルバムは、ご帰国後約1ヶ月後にお客様のメールアドレスにダウンロード専用URLをお送りしますので、60日間以内にダウンロードください

＊アルバムはご帰国後、約2ヶ月後のお届けとなります
＊WEBアルバムは、ご帰国後約1ヶ月後にお客様のメールアドレスにダウンロード専用URLをお送りしますので、60日間以内にダウンロードください

約１分　約10カット
＊フォトスライドは、ご帰国後約2週間後にお客様のLINEにダウンロード専用URLをお送りします※写真選定及び音楽はおまかせとなります

サイズ21.6×21.6ｃｍ　20ページ　20カット
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
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
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
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いただけます

サイズ26.6×26.6ｃｍ　20ページ　約30枚　CD-R60カット付
ハードカバー　ワンピースカートンケース入り

サイズ29.0×23..0ｃｍ　20ページ　約30カット　CD-R60カット付
ハードカバー　化粧箱入り

※帰国後約2カ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

サイズ30.5×30.5ｃｍ　12ページ　約30カット　CD-R60カット付／美肌補正付
アクリルカバー　化粧箱入り

追加30カット、合計60カットのＣＤ-Ｒをお渡しします

追加30カットをお渡しします
各プランの①②のいずれか、もしくは①～③のいずれかより1つお選びください（所要合計3時間～3時間半）
Aプラン：①パンテオン＆ナヴォーナ広場　②トレビの泉＆ピンチョの丘
Ｂプラン：①アランチ庭園＆マルタ騎士団の鍵穴　②ヴェネツィア広場＆カンピドーリョ広場＆フォロロマーノ　③真実の口＆フォロロマーノ
Ｃプラン：①トラステヴェレ＆ジャニコロ公園　②パンテオン＆ナヴォーナ広場

追加30カット、合計60カットのＣＤ-Ｒをお渡しします
お泊りの街（アマルフィ/ポジターノ）で撮影後、ひきつづき同じ街で撮影を行います(所要時間約2時間）

追加30カット、合計60カットのＣＤ-Ｒをお渡しします
アマルフィで撮影後、ポジターノの街中に移動して撮影を行います(所要時間約2時間）
*アマルフィにご宿泊の場合

追加30カット、合計60カットのＣＤ-Ｒをお渡しします
ポジターノで撮影後、アマルフィの街中に移動して撮影を行います(所要時間約2時間）
*ポジターノにご宿泊の場合

追加30カット、合計60カットのＣＤ-Ｒをお渡しします
下記①～④より2箇所を選択した撮影場所にて追加で撮影を行います

①ドゥオモ大聖堂広場周辺
②シニョリア広場　ベッキオ宮殿前
③ウッフィツィ美術館回廊
④高台のサンミニャートアルモンテ教会周辺

追加30カット、合計60カットのＣＤ-Ｒをお渡しします
アマルフィで撮影後、ラベッロの街中に移動して撮影を行います(所要時間約2時間）
*アマルフィにご宿泊の場合

キャンセル規定

追加30カット、合計60カットのＣＤ-Ｒをお渡しします
セントジェームス教会の敷地内および教会内にて撮影を行います
※挙式セレモニーはございません

追加30カット、合計60カットのＣＤ-Ｒをお渡しします
下記①～③より2箇所を選択した撮影場所にて追加で撮影を行います
①ドゥカーレ宮殿周辺（溜息橋を含む）
②旧市街地の路地や小さな橋周辺
③宿泊ホテル内（サンマルコ広場周辺のホテル限定　※）

※コンコルディア、カサグレド、コロンビーナ、ドナパラス、メトロポール、ホテルダニエリ、ルナバリオーニ　に限る

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）

アルバムをお申込みの場合で、予め写真データをご入用の場合はお申し込みください。
ご帰国後約3週間で日本のご自宅にお届け致します

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

注意事項



2018年1月1日～2018年12月31日

新婦レンタル衣裳プラン ¥80,000

新郎レンタル衣裳プラン ¥20,000

新婦レンタル衣裳プラン ¥100,000

新郎レンタル衣裳プラン ¥40,000

衣裳郵送サービス（現地→日本） ¥70,000

新婦衣裳お持込料 ¥35,000

新郎衣裳お持込料 ¥15,000

新婦ヘア＆メイク ¥85,000

新郎ヘア＆メイク ¥10,000

生花ブーケ（ラウンド） ¥25,000

生花ブーケ（キャスケード） ¥30,000 ホワイトローズのみ

生花ヘッドピース ¥10,000 ブーケに合わせたお花でご用意いたします

フラワーシャワー ¥7,000 約5名様分

ケリーフォトブック(CUTE) ¥128,000

ケリーフォトブック(STD) ¥198,000

ケリーフォトブック(SUP) ¥238,000

ケリーフォトブック(DLX) ¥258,000

ケリーフォトブック(LUXURY） ¥278,000

ケリーフォトブック(PREMIUM） ¥308,000

ケリーフォトブック(PRIME) ¥328,000

写真セレクト ¥15,000

アルバム特急仕上げ ¥30,000

写真データー先渡し ¥5,000

追加フォトツアー ¥70,000

ウェディングDVD又はブルーレイ \160,000

ダイジェスト ¥38,000

特急仕上げ ¥30,000

参列者様用
送迎

送迎車/セダン（4名様迄） ¥35,000

・お客様が衣裳を持ち込まれた場合、追加代金がかかります。（新婦：35,000円、新郎：15,000円）

・新郎新婦様の衣裳をお持ち込み（新郎新婦いずれかまたは両方）される場合は、パッケージプランは適用されません

　基本挙式プランに必要なオプションをご追加ください

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％     

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3週間で日本のご自宅にお届け致します

追加30カット撮影  下記6箇所より2つ選択

ミケランジェロ広場
高台のサンミニャートアルモンテ教会周辺
シニョリア広場　　ベッキオ宮殿前
ウッフィツィ美術館回廊
ドゥオモ大聖堂広場周辺
ヴェッキオ橋周辺

※撮影場所は現地事情により変更となる場合もございます
※アルバムに掲載されるカット数は変わりません

A4サイズ　12ページ　約30カット　CD-R60カット付
ハードカバー　化粧箱入り

サイズ26.6×26.6ｃｍ　20ページ　約30カット　CD-R60カット付
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カット　CD-R60カット付
ハードカバー　ワンピースカートンケース入り

※アルバムの写真選定およびレイアウトにつきましては、アルバム制作会社がおこないます

※ケリーフォトブック（PRIME)をお申込の場合、納品画像に美肌補正を行いご納品いたします　補正内容につきましてはデザイナーへのおまかせとなります

キャンセル規定

１台（ホテル～教会間の送迎）
※フィレンツェ市内まで往復1時間以内のホテルに限ります
　（上記以外のホテルご宿泊の場合はお問い合わせください）
※フォトツアーの同行は出来ません

注意事項

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

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）

※左記の配送料金は、ケリーアンでレンタル又は購入された、ドレス・タキシード・小物のみです

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

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

美容

サイズ21.6×21.6ｃｍ　20ページ　20カット　CD-R30カット付
ハードカバー　プラスティックケース入り

アルバム

※帰国後約2カ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

フラワー

ホワイトローズかピンクローズ

ビデオ

挙式中の撮影を行います （約20分編集/メニュー無し）
DVD又はブルーレイのどちらかお選び頂けます。

ＤＶＤ又はブルーレイお申し込みのお客様対象　約5分に編集

※ご帰国後、約2ヶ月後のお届けとなります(日本渡し）

ＤＶＤ又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）

A4サイズ　12ページ　約30カット　CD-R30カット付
ハードカバー　プラスティックケース入り

衣裳
（日本試着＆

日本から持参）

衣裳関連

サイズ30.5×30.5ｃｍ　12ページ　約30カット　CD-R60カット付／美肌補正付
アクリルカバー　化粧箱入り

サイズ29.0×23..0ｃｍ　20ページ　約30カット　CD-R60カット付
ハードカバー　化粧箱入り

小物一式含む (靴は含みません）

小物一式含む (靴は含みません）

衣裳
（日本試着＆
現地受取）

小物一式含む (靴は含みません）

小物一式含む (靴は含みません）



2018年1月1日～2018年12月31日

新婦レンタル衣裳プラン ¥80,000

新郎レンタル衣裳プラン ¥20,000

新婦レンタル衣裳プラン ¥100,000

新郎レンタル衣裳プラン ¥40,000

衣裳郵送サービス（現地→日本） ¥70,000

新婦衣裳お持込料 ¥35,000

新郎衣裳お持込料 ¥15,000

新婦ヘア＆メイク ¥85,000

新郎ヘアスタイリング ¥12,000

生花ブーケ＆ブートニア（ラウンド） ¥25,000

生花ブーケ＆ブートニア（キャスケード） ¥30,000 ホワイトローズ

生花ヘッドピース ¥10,000 ブーケに合わせたお花でご用意いたします

ケリーフォトブック(CUTE) ¥128,000

ケリーフォトブック(STD) ¥198,000

ケリーフォトブック(SUP) ¥238,000

ケリーフォトブック(DLX) ¥258,000

ケリーフォトブック(LUXURY） ¥278,000

ケリーフォトブック(PREMIUM） ¥308,000

ケリーフォトブック(PRIME) ¥328,000

写真セレクト ¥15,000

アルバム特急仕上げ ¥30,000

写真データー先渡し ¥5,000

追加フォトツアー（タウンフォト） ¥80,000

追加フォトツアー（ゴンドラ貸切＆遊覧） ¥50,000

追加フォトツアー（タウンフォト+ゴンドラ貸切＆遊覧） ¥110,000

ウェディングDVD又はブルーレイ \160,000

ダイジェスト ¥38,000

特急仕上げ ¥30,000

・ご宿泊ホテルが郊外の場合（教会まで往復1時間以内）、送迎の追加代金がかかります。料金はお問合せください。

・パッケージプランに含まれる内容を権利放棄される場合、ご返金はございません

・お客様が衣裳を持ち込まれた場合、追加代金がかかります。（新婦：35,000円、新郎：15,000円）

・新郎新婦様の衣裳をお持ち込み（新郎新婦いずれかまたは両方）される場合は、パッケージプランは適用されません

　基本挙式プランに必要なオプションをご追加ください

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％     

キャンセル規定

サイズ26.6×26.6ｃｍ　20ページ　約30カット　CD-R60カット付
ハードカバー　ワンピースカートンケース入り

サイズ29.0×23..0ｃｍ　20ページ　約30カット　CD-R60カット付
ハードカバー　化粧箱入り

注意事項

※アルバムの写真選定およびレイアウトにつきましては、アルバム制作会社がおこないます

※ケリーフォトブック（PRIME)をお申込の場合、納品画像に美肌補正を行いご納品いたします　補正内容につきましてはデザイナーへのおまかせとなります

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

サイズ21.6×21.6ｃｍ　20ページ　20カット　CD-R30カット付
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-R30カット付
ハードカバー　プラスティックケース入り

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）

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3週間で日本のご自宅にお届け致します

追加30カット撮影
サンマルコ広場周辺

※※撮影場所は現地事情により変更となる場合もございます
※アルバムに掲載されるカット数は変わりません

サイズ30.5×30.5ｃｍ　12ページ　約30カット　CD-R60カット付／美肌補正付
アクリルカバー　化粧箱入り

A4サイズ　12ページ　約30カット　CD-R60カット付
ハードカバー　化粧箱入り

サイズ26.6×26.6ｃｍ　20ページ　約30カット　CD-R60カット付
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

※帰国後約2カ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

追加30カット撮影　　※ゴンドラ代金含む
ゴンドラ遊覧を撮影

※※撮影場所は現地事情により変更となる場合もございます
※アルバムに掲載されるカット数は変わりません

追加30カット撮影
サンマルコ広場周辺、ゴンドラ遊覧を撮影

※※撮影場所は現地事情により変更となる場合もございます
※アルバムに掲載されるカット数は変わりません

ビデオ

挙式中の撮影を行います （約20分編集/メニュー無し）
DVD又はブルーレイのどちらかお選び頂けます。

ＤＶＤ又はブルーレイお申し込みのお客様対象　約5分に編集

※ご帰国後、約2ヶ月後のお届けとなります(日本渡し）

ＤＶＤ又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）

アルバム

フラワー

ピンクローズ

衣裳関連

※左記の配送料金は、ケリーアンでレンタル又は購入された、ドレス・タキシード・小物のみです

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

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

美容

衣裳
（日本試着＆

日本から持参）

小物一式含む (靴は含みません）

小物一式含む (靴は含みません）

衣裳
（日本試着＆
現地受取）

小物一式含む (靴は含みません）

小物一式含む (靴は含みません）
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