2018年4月1日～4月30日/11月1日～2019年3月31日（※5月1日～１０月３１日は不可）

衣裳

新婦レンタル衣裳プラン

￥100,000～ 小物一式含む

新郎レンタル衣裳プラン

￥40,000～ 小物一式含む

新婦衣裳お持込料

美容

¥15,000 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

新婦ヘア＆メイク
新郎ヘアスタイリング
新郎メイク

¥50,000
¥8,000 ※新婦ヘア＆メイクをお申込みの方のオプションとなります
¥8,000 ※新婦ヘア＆メイクをお申込みの方のオプションとなります
¥30,000 ※リクエストベース、新婦ヘア＆メイクをお申込みの方のオプションとなります
（スケジュールによりお受けできない場合がございますので、お問い合わせください）

リハーサルヘア＆メイク

クイックヘアチェンジ

※新婦ヘア＆メイクをお申込みの方のオプションとなります
¥40,000 ヘアメイクスタッフが挙式・追加フォトツアーに同行（2時間まで）、
その場でスタイルチェンジいたします タッチアップ込
（スケジュールによりお受けできない場合がございますので、お問い合わせください）

ブーケアップグレード ラウンド

¥25,000 ホワイトローズ・ピンクローズミックス・オレンジローズ・イエローガーベラ
・レッドアンスリウムよりお選びいただけます

ブーケアップグレード キャスケード
フラワー

アルバム

¥35,000 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

新郎衣裳お持込料

¥30,000

ホワイトローズ・ピンクローズミックス・オレンジローズ・イエローガーベラ
・レッドアンスリウムよりお選びいただけます

生花ヘッドピース
生花ハクレイ
アップグレードバージンロード
バージンロードサイド2列
アップグレードバージンロード
フラワーカーペット
会場装飾・BGMのアップグレード

¥10,000 ブーケに合わせたお花でご用意いたします
¥15,000 ブーケに合わせたお花で花冠をご用意いたします
バージンロードの両サイドにジャスミンの花びらを敷き詰めます。
¥30,000
ジャスミンの色はホワイトのみ。
バージンロードをジャスミンの花びらで敷き詰めます。
¥80,000
ジャスミンの色はホワイトのみ。
¥140,000 会場装花アップグレード＆BGMから生演奏にアップグレード

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

サイズ29×23ｃｍ 20ページ 約30カット
ハードカバー 化粧箱入り

ケリーフォトブック(PRIME）

¥328,000

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21.6ｘ21.6cm 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
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
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カット
ハードカバー ワンピースカートンケース入り

※挙式の撮影を行います/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）
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
写真セレクト
¥15,000
画像のレイアウトはアルバム制作会社がおこないます
写真データー先渡し

¥5,000

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

追加フォトツアー
（敷地内）

アルバムをお申し込みの方の追加アップグレード 追加50カット
¥50,000 （挙式会場のあるホテル、ザナカプーケット敷地内にて撮影を行います）
＊アルバムに掲載されるカット数は変わりません

追加フォトツアー
（エレファントショット）

アルバムをお申し込みの方の追加アップグレード 追加30カット
¥85,000 （挙式後、ベビーエレファントがお二人を出迎え祝福します エレファントとご一緒に記念撮影を行います）
＊アルバムに掲載されるカット数は変わりません

追加フォトツアー
（ビーチ/送迎車）

アルバムをお申し込みの方の追加アップグレード 追加50カット
¥70,000 （挙式会場周辺、送迎車にてビーチへ移動し撮影を行います）
＊アルバムに掲載されるカット数は変わりません

¥160,000 挙式～歓談までの撮影を行います （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
ダイジェスト
¥38,000 ウェデイングＤＶＤ又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）
※日本で編集し、ご帰国後、約2ヶ月後のお届けとなります
※DVD又はブルーレイの編集は、映像制作会社がおこないます
特急仕上げ
¥30,000 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）
ウェディングDVD/ブルーレイ

DVD/
ブルーレイ

民族衣装

レセプション

その他

小物一式・靴含む（※黒色もしくは白色の靴下、肌着をご用意ください）
※追加フォトツアーもしくはウエディングランチもしくはディナー時にご利用ください
小物一式・靴含む（※肩紐の無いインナーをご用意ください）
タイ民族衣装レンタル（新婦様）
¥35,000
※追加フォトツアーもしくはウエディングランチもしくはディナー時にご利用ください
タイ民族衣装レンタル（参列者男性）
¥6,000 タイ民族衣装シャツ・肩布付（※黒色もしくは紺色の長ズボン・靴をご用意ください）
※事前にサイズをお知らせください（S/M/L/LL）デザインはお選び頂けません
タイ民族衣装レンタル（参列者女性）
¥9,000 タイ民族衣装一式・アクセサリー付（※肩ひものないインナー・靴をご用意ください）
※事前にサイズをお知らせください（5～15号）デザインはお選び頂けません
※ご参列者様（女性）が4名以下の場合・・・事前試着ご希望の場合は別途送迎代が必要となりますので、お問い合わせください。
※ご参列者様（女性）が5名以上の場合・・・事前試着が必要です。衣装合わせ用の送迎は無料です。
タイ民族衣装レンタル（新郎様）

¥30,000

コースメニュー（ランチ/ディナー）
コースメニュー（ランチ/ディナー）

スパークリングワイン

¥15,000
¥15,000
¥15,000
¥26,000
¥10,000

参列者様ご送迎（バン/5名様まで）
参列者様ご送迎（バン/9名様まで）
追加コーディネーター料（1名）

¥14,000 1台（3時間まで）/ご宿泊ホテル～会場までの往復送迎
¥16,000 1台（3時間まで）/ご宿泊ホテル～会場までの往復送迎
¥25,000 参列者様が11名様以上、22名様までの場合、お申込みが必要になります

追加コーディネーター料（2名）

¥36,000 参列者様が23名様以上、39名様までの場合、お申込みが必要になります
40名様以上の場合はお問い合わせ下さい

ウェディングケーキ

タイ料理/ホテル内レストランにて（お飲み物は含まれません）
西洋料理/ホテル内レストランにて（お飲み物は含まれません）
プラン内5名様用から10名様用へのアップグレード
プラン内5名様用から15名様用へのアップグレード
追加1本（約6名様分）

注意事項
・ご参列者11名様以上の場合、別途追加コーディネーター料金がかかります
・新郎新婦様、ご参列者様による写真、ビデオ撮影はご遠慮ください
・チャペル室内での、Tシャツ・ハーフパンツ・サンダルはご遠慮ください
・オプションのご手配は挙式1か月前を過ぎますと、ご手配できない場合もございます。ご希望の場合はお早めにご連絡ください。
・挙式日前日から起算して21日前以降の新郎新婦様の名前や挙式日変更には、変更手数料（15,000円）が必要となりますので、ご注意ください。
・挙式内容とサービス内容は現地事情により予告なく変更されることがございます
・ご予約時に60,000円のご入金が必要です（デポジット）ご入金後のキャンセルは返金できません
キャンセル規定
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4日前まで・・・代金の70％
挙式日の前日から起算して3日前から挙式当日まで・・・代金の100％

2018年4月1日～2019年3月31日

衣裳

新婦レンタル衣裳プラン

￥100,000～ 小物一式含む

新郎レンタル衣裳プラン

￥40,000～ 小物一式含む

新婦衣裳お持込料

美容

¥15,000 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

新婦ヘア＆メイク
新郎ヘアスタイリング
新郎メイク

¥50,000
¥8,000 ※新婦ヘア＆メイクをお申込みの方のオプションとなります
¥8,000 ※新婦ヘア＆メイクをお申込みの方のオプションとなります
¥30,000 ※リクエストベース、新婦ヘア＆メイクをお申込みの方のオプションとなります
（スケジュールによりお受けできない場合がございますので、お問い合わせください）

リハーサルヘア＆メイク

クイックヘアチェンジ

※新婦ヘア＆メイクをお申込みの方のオプションとなります
¥40,000 ヘアメイクスタッフが挙式・追加フォトツアーに同行（2時間まで）、
その場でスタイルチェンジいたします タッチアップ込
（スケジュールによりお受けできない場合がございますので、お問い合わせください）

ブーケアップグレード ラウンド

¥25,000 ホワイトローズ・ピンクローズミックス・オレンジローズ・イエローガーベラ
・レッドアンスリウムよりお選びいただけます

ブーケアップグレード キャスケード
フラワー

¥10,000 ブーケに合わせたお花でご用意いたします
¥15,000 ブーケに合わせたお花で花冠をご用意いたします
バージンロードの両サイドにジャスミンの花びらを敷き詰めます。
¥30,000
ジャスミンの色はホワイトのみ。
バージンロードをジャスミンの花びらで敷き詰めます。
¥80,000
ジャスミンの色はホワイトのみ。
¥140,000 会場装花アップグレード＆BGMから生演奏にアップグレード

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(DLX)
ケリーフォトブック(LUXURY）
ケリーフォトブック(PREMIUM）
ケリーフォトブック(PRIME）

サイズ21.6ｘ21.6cm 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
¥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カット
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カット
¥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カット
¥308,000
ハードカバー 化粧箱入り
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
¥328,000
アクリルカバー 化粧箱入り

¥258,000

※挙式の撮影を行います/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）
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
写真セレクト
¥15,000
画像のレイアウトはアルバム制作会社がおこないます
写真データー先渡し

¥5,000

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

追加フォトツアー
（敷地内）

アルバムをお申し込みの方の追加アップグレード 追加50カット
¥50,000 （挙式会場のあるホテル、ザナカプーケット敷地内にて撮影を行います）
＊アルバムに掲載されるカット数は変わりません

追加フォトツアー
（エレファントショット）

アルバムをお申し込みの方の追加アップグレード 追加30カット
¥85,000 （挙式後、ベビーエレファントがお二人を出迎え祝福します エレファントとご一緒に記念撮影を行います）
＊アルバムに掲載されるカット数は変わりません

追加フォトツアー
（ビーチ/送迎車）

アルバムをお申し込みの方の追加アップグレード 追加50カット
¥70,000 （挙式会場周辺、送迎車にてビーチへ移動し撮影を行います）
＊アルバムに掲載されるカット数は変わりません

ウェディングDVD/ブルーレイ
DVD/
ブルーレイ

¥30,000 ホワイトローズ・ピンクローズミックス・オレンジローズ・イエローガーベラ
・レッドアンスリウムよりお選びいただけます

生花ヘッドピース
生花ハクレイ
アップグレードバージンロード
バージンロードサイド2列
アップグレードバージンロード
フラワーカーペット
会場装飾・BGMのアップグレード

ケリーフォトブック(SUP)

アルバム

¥35,000 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

新郎衣裳お持込料

ダイジェスト

挙式～歓談までの撮影を行います （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
ウェデイングＤＶＤ又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
¥38,000
（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）

¥160,000

※日本で編集し、ご帰国後、約2ヶ月後のお届けとなります
※DVD又はブルーレイの編集は、映像制作会社がおこないます
特急仕上げ
¥30,000 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）

民族衣装

レセプション

その他

小物一式・靴含む（※黒色もしくは白色の靴下、肌着をご用意ください）
※追加フォトツアーもしくはウエディングランチもしくはディナー時にご利用ください
小物一式・靴含む（※肩紐の無いインナーをご用意ください）
タイ民族衣装レンタル（新婦様）
¥35,000
※追加フォトツアーもしくはウエディングランチもしくはディナー時にご利用ください
タイ民族衣装シャツ・肩布付（※黒色もしくは紺色の長ズボン・靴をご用意ください）
タイ民族衣装レンタル（参列者男性）
¥6,000
※事前にサイズをお知らせください（S/M/L/LL）デザインはお選び頂けません
タイ民族衣装一式・アクセサリー付（※肩ひものないインナー・靴をご用意ください）
タイ民族衣装レンタル（参列者女性）
¥9,000
※事前にサイズをお知らせください（5～15号）デザインはお選び頂けません
※ご参列者様（女性）が4名以下の場合・・・事前試着ご希望の場合は別途送迎代が必要となりますので、お問い合わせください。
※ご参列者様（女性）が5名以上の場合・・・事前試着が必要です。衣装合わせ用の送迎は無料です。
タイ民族衣装レンタル（新郎様）

¥30,000

コースメニュー（ランチ/ディナー）
コースメニュー（ランチ/ディナー）

スパークリングワイン

¥15,000
¥15,000
¥15,000
¥26,000
¥10,000

参列者様ご送迎（バン/5名様まで）
参列者様ご送迎（バン/9名様まで）
追加コーディネーター料（1名）

¥14,000 1台（3時間まで）/ご宿泊ホテル～会場までの往復送迎
¥16,000 1台（3時間まで）/ご宿泊ホテル～会場までの往復送迎
¥25,000 参列者様が11名様以上、22名様までの場合、お申込みが必要になります

追加コーディネーター料（2名）

¥36,000 参列者様が23名様以上、39名様までの場合、お申込みが必要になります
40名様以上の場合はお問い合わせ下さい

ウェディングケーキ

タイ料理/ホテル内レストランにて（お飲み物は含まれません）
西洋料理/ホテル内レストランにて（お飲み物は含まれません）
プラン内5名様用から10名様用へのアップグレード
プラン内5名様用から15名様用へのアップグレード
追加1本（約6名様分）

注意事項
・参列者様11名様以上の場合、別途コーディネーター追加代金がかかります
・ご参列者様が40名様以上になる場合は、追加料金が必要になります。お問い合わせください。
・新郎新婦様、ご参列者様による写真、ビデオ撮影はご遠慮ください
・オプションのご手配は挙式1ヶ月前を過ぎますと、ご手配できない場合もございます。ご希望の場合はお早めにご連絡ください。
・挙式内容とサービス内容は現地事情により予告なく変更されることがございます
キャンセル規定
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4日前まで・・・代金の70％
挙式日の前日から起算して3日前から挙式当日まで・・・代金の100％

