
代金 10%オフ代金
キャンセル規定

$380 $342 A

$310 $279 A

$100 $90 A

$180 $162 A

$350 $315 A

$310 $279 A

$310 $279 A

ヘアスタイルチェンジB：　ホットカーラーやコテを使用して15分以内で変えられるヘアスタイルの変更。髪飾りの付け替えを含みます。

ビューティ                                                                                                                                                                                                                                  

アイテム 代金に含まれる内容／注意事項

新婦様ヘアセット＆メイク

新婦様のヘアセット＆メイク、着付けのお手伝いをいたします。

支度場所：ラスベガス店

パーティイメージチェンジ

パーティ時の新婦様イメージチェンジ（タッチアップメイク及び髪飾りの付け替え）                                                                                                                                       

施術場所：ラスベガス店

※ドレス付属品の付け替えも含まれます（付け替え用のドレス付属品がある場合のみ）。

※髪飾りはオプションです。※挙式前の新婦様へアセット&メイクアーティストと異なる場合があります。 

※パーティ終了までの同行、待機ではありません。

※当社新婦様へアセット＆メイクをお申込の方対象

※ご希望によりお着替えも可能（お申し込み時にお申し出下さい）

※ヘアスタイルチェンジBが含まれます。

フォトツアーイメージチェンジ

フォトツアー時の新婦様のイメージチェンジ（タッチアップメイク及び髪飾りの付け替え）

※ドレス付属品の付け替えも含まれます（付け替え用のドレス付属品がある場合のみ）。

※髪飾りはオプションです。※挙式前の新婦様へアセット&メイクアーティストと異なる場合があります。  

※ヘアメイクアーティストはフォトツアー同行はしません。

※当社フォトツアー商品、新婦様へアセット＆メイクをお申込の方対象

※ご希望によりお着替えも可能（お申し込み時にお申し出下さい）

※ヘアスタイルチェンジBが含まれます。

列席者様（女性）ヘアセット＆メイク

列席者様ヘアセット＆メイク

支度場所：ラスベガス店

※当社新婦様へアセット＆メイクお申込の方対象。

カウンセリングとリハーサルヘアセット＆メイクで挙式の準備を万端に整えます。

施術場所：ラスベガス店

※メイクをしてお越しの場合はクレンジング、洗顔料、乳液等ご持参ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ご自身の化粧品をご使用になりたい方は化粧品類をお持ちください）

※当社新婦様へアセット＆メイクをお申込の方対象。

新郎様ヘアセット＆メイク

新郎様ヘアセット＆メイク、着付けのお手伝いをいたします。

支度場所：ラスベガス店

※ヘアメイクアーティストが新郎様、新婦様兼務となる場合があります。     

※当社新婦様へアセット＆メイクお申込の方対象。

列席者様（女性）ヘアセット

列席者様ヘアセット

支度場所：ラスベガス店

※当社新婦様へアセット＆メイクお申込の方対象。

リハーサルメイク
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商品名  ページ/カット数 納品枚数 フォトセレクト レイアウト 代金 10%オフ代金
キャンセル規定

約20枚 - - $890 $801

約70枚 - - $1,100 対象外

約150枚 - - $1,890 $1,701

24P/40C 約60枚 〇 - $1,390 $1,251

32P/60C 約150枚 〇 - $1,890 $1,701

32P/60C 約180枚 〇 - $2,490 $2,241

24P/40C - - - $480 $432

32P/60C - - - $540 $486

追加ミニアルバム - - - - $320 $288

24P/40C 約150枚 - 〇 $1,990 $1,791

32P/60C 約150枚 - 〇 $2,490 $2,241

24P/40C 約180枚 - 〇 $3,090 $2,781

24P/40C - - - $540 $486

32P/60C - - - $580 $522

追加ミニアルバム ー - - - $340 $306

24P/40C - 〇 $2,790 $2,511

32P/60C - 〇 $3,290 $2,961

32P/60C 約180枚 - 〇 $3,920 $3,528

24P/40C - - - $560 $504

32P/60C - - - $690 $621

追加ミニアルバム - - - - $350 $315

エタニティ

Eternity

32P/60C 約180枚 - 〇 $3,340 $3,006

追加アルバム 32P/60C - - - $600 $540

追加ミニアルバム - - - - $340 $306

2面（2カット） - $150 $135

3面（3カット） - $180 $162

$350 $315

$440 $396

$160 $144

$260 $234

$500 $450

$250 $225

納品枚数 代金 10%オフ代金
キャンセル規定

約30枚 $1,310 $1,179 A

約30枚 $1,890 $1,701 A

約20枚 $660 $594 A

約20枚 $980 $882 A

-

A

○表紙：アクリルタイプ（フォトカラー、フォトモノクロ）

レザータイプ(ネイビー無地、ホワイトドット）より選択

○中面仕上げ：ラミネート加工あり（マットまたは光沢から選択可）

〇アルバムサイズ： 230ｍｍ×315ｍｍ ( ミニ：145mm X 200mm）

○オリジナルボックスケース付

※アクリルタイプミニアルバム表紙は本体と仕様が異なります。

〇表紙：1デザイン3色（ピンク、ブルー、ブラウン）から選択

〇中面仕上げ：ラミネート加工あり（マットまたは光沢から選択可)

〇アルバムサイズ： 270ｍｍ×215ｍｍ ( ミニ：190mm X 150mm）

※ミニアルバムの表紙は本体と仕様が異なります。

A

A

A

A

〇撮影データなし　〇写真サイズ：203ｍｍ×254mm

〇表紙：1デザイン・1色　〇アルバムサイズ：280mm×280mm

※アルバム商品をお申込の方対象（データ撮影のみ対象外）

-

A

A

A

B

-

A

－

○表紙：1デザイン1色　　〇中面仕上げ：ラミネート加工なし

〇アルバムサイズ：250ｍｍ×250ｍｍ ( ミニ：190mm X 190mm)

〇オリジナルケース付

〇表紙：1デザイン・3色（ピンク、グリーン、ホワイト）から選択

〇中面仕上げ：ラミネート加工あり（マットまたは光沢から選択可）

〇アルバムサイズ： 250ｍｍ×250ｍｍ   　〇オリジナルケース付                                                                                      

A

追加写真撮影

■各種写真商品をお申込の方対象。追加撮影お申込のアルバムのカット数の1割以上が収録されます。                                                                                                                                                                                                                             

-

○お申込のアルバムと同じ内容（表紙、中身タイプなど含む ）となります。

※ミニアルバムは本体アルバムをご購入の方対象。

-

Kizunaフォリオ

2冊セット

アルバム

プレゼントパック

- -

ミニアルバム2冊セット

Ｋｉｚｕｎａフォリオ

追加アルバム

追加アルバム

クリスタル　ボヤージュ

Crystal Voyage

追加アルバム

-

美肌

-

A

－

■撮影プランA ・・・挙式到着～挙式及び挙式後、挙式場周囲での撮影

ーA

◎フォトセレクトWEBサービス：　おふたりのご希望の写真がアルバム収納されるよう、WEBで事前に画像セレクトができます。

■撮影プラン B ・・・撮影プランA加えて、メイクシーンを撮影。

※施設状況によってその他の撮影をもって代替とする場合があります。※挙式場への出発60分～40分前より撮影開始

※当社新婦様ヘアセット＆メイクをお申込の方対象　※お申込のアルバムには、アルバムカット数の1割以上が収録されます。

撮影プラン

アルバム＆写真                                                                                                                                                                                                                                                             

代金に含まれる内容／注意事項

代金に含まれる内容／注意事項

-

－

B

撮影データのみ

◎レイアウトWEBサービス：おふたりのご希望の写真でレイアウトできるようWEBで事前に確認、セレクトができます。

〇挙式後約1週間でオンラインストレージにアップロード。

ご自身でダウンロードください。

B

商品名

B

-

ワールド・フォトツアー

-

約150枚

－

-

-

-

ラスベガスフォトツアー・デイ

（日没2時間前までのスタート） 挙式後、ラスベガス大通りに移動して撮影を行います。（べラジオホテル周辺またはパリスホテル周辺）

〇所要時間：デイ約60分/ナイト約90分

〇納品データ/約20枚　　〇カップル送迎：あり　※列席者様の同行不可・撮影場所の指定不可

ラスベガスフォトツアー・ナイト（日没からのスタート）

挙式後、映画や雑誌の撮影などの使われるラスベガス郊外（エルドラド）の西部開拓時代をモチーフとし

た場所での撮影を行います。

〇所要時間：約180分　　〇納品データ/約30枚　

〇カップル送迎：あり　（SUVリムジン）

ウエスタンスタイル・フォトツアー

フィーユ

Feuille

チェリッシュ

Cherish

新婦

カップル

挙式後または挙式前に景色のよい場所（世界一周をイメージした、テーマホテルやロケーション3ヵ所）に

移動して撮影を行います。一例：ルクソール、ニューヨークニューヨーク、ラスベガスサインなど

〇所要時間：約120分　　〇納品データ/約30枚　

〇カップル送迎：あり　　※列席者様の同行不可・撮影場所の指定不可

A

50カット以上のアルバム

※〈全データ〉データディスクに週のされている画像全データ美肌に修正します。

※〈アルバム収納〉アルバムに収納されるカップルの画像を美肌に修正します。

（フォトセレクトサービス、レイアウトサービスお申込の方対象）

全データ

アルバム収納のみ

40カット以内のアルバム

-
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編集時間 代金 10％オフ代金 キャンセル規定

約20分 $1,120 $1,008 A

- $180 $162 A

編集時間 代金 10％オフ代金 キャンセル規定

- $630 $567 A

代金 10％オフ代金 キャンセル規定

$160 $144 A

WB-01 $270 $243 A

WB-02 $290 $261 A

WB-03 $270 $243 A

WB-04 $290 $261 A

WB-05 $270 $243 A

WB-06 $290 $261 A

WB-07 $240 $216 A

WB-08 $240 $216 A

WB-11 $270 $243 A

WB-12 $290 $261 A

$120 $108 A

$140 $126 A

$140 $126 A

代金 10%オフ代金 キャンセル規定

$320 $288 A

$470 $423 A

$400 $360 A

代金 10%オフ代金 キャンセル規定

$370 $333 A

代金 10%オフ代金 キャンセル規定

$890 $801 D

$940 $846 D

$890 $801 D

代金に含まれる内容／注意事項商品名

メイクシーン撮影

追加ムービー撮影　 ■納品形態はウェディングムービーに準じます

代金に含まれる内容／注意事項

セレモニームービー

ディスクコピー

〇納品／DVD－Video（DVD－Rに記録）又はブルーレイディスク（ハイビジョン）選択可　　　　　　　　　　

　　〇挙式および挙式後、挙式場周囲での撮影

※編集時間は挙式時間に準じます。

※挙式後にハイビジョン撮影・ブルーレイ納品に変更することはできません。

品質の劣化なくマスター映像よりコピーしたDVD／ブルーレイを作成。

※本体となるDVD／ブルーレイと一緒のお届けとなります。

※ブルーレイをお申込の場合、DVD-Rへのコピーも可能です。

■　すべてのブーケには、新郎様用ブートニアが含まれます。

ムービー

ウェディングムービー

商品名 代金に含まれる内容／注意事項

セレモニームービーの内容に加えて、お支度シーンを撮影

(但し施設状況によってその他の撮影をもって代替とする場合があります）。

編集分数が約5分追加。※当社新婦様ヘアセット＆メイクをお申込の方対象

ピンクローズのクラッチ

フラワー 

ホワイトローズのラウンド

ホワイトローズのキャスケード

オレンジ系ミックスローズのラウンド

■　掲載されている以外のブーケをご希望の方は、必ず写真や切抜きをご用意の上、旅行出発の40日前までにご連絡ください。

■　2個以上のブーケをご希望の場合、2個目以降のブーケ代金は、アップグレードブーケ代金にスタンダードブーケ代金（＄160）が加算されます。

■　季節や天候、その他の事情により予告なく手配できない場合や花及び葉物の種類、色がかわる場合があります。

商品名

商品名

 スタンダードブーケ（基本のウェディングプランに含まれるブーケ） ホワイトローズと季節の小花のラウンド

オレンジ系ミックスローズのキャスケード

アップグレード生花ブーケ

ピーチ系パステルミックスローズのラウンド

ピーチ系パステルミックスローズのキャスケード

ピンク系ミックスローズのラウンド

ピンク系ミックスローズのキャスケード

ホワイトローズのクラッチ

送迎　                                                                                                                                                                                                                                   

代金に含まれる内容／注意事項

生花ヘッドピース

ブーケとおそろいの生花ヘッドピース

※それ以外の花材をご希望の場合は、別途、お見積もりとなります。

商品名

列席者様送迎

セダン(最大乗車人数4名）

ラウンド型

プライベートテラスを生花リースで装飾します。

※ブーケと合わせた色合いとなります。また花材はお任せとなります。

ストレッチリムジン（最大乗車人数6名）

ミニバン（最大乗車人数10名）

-

-

ネバダ州の法律に基づく婚姻手続き。詳細は、挙式お申込窓口までお問合わせ下さい。

※手続き代：別途$77ネバダ州役所窓口にて直接お支払いとなります。（2,015年11月現在）

※州法律改定等により、予告無く手続き代が価格変更となる場合がございます。

生花リース

(プライベートテラスの装飾）

列席者様の宿泊ホテル～挙式場間の送迎。（１ヵ所のみ）

※2箇所以上は追加料金要。お問合せ下さい。

その他                                                                                                                                                     

ハート型

フラワーシャワー

約6名様分

※一部禁止されている教会がございます。教会特記事項をご確認ください。

スタンダードブーケ利用の場合

アップグレード生花ヘッドピース

ハープ生演奏

リーガルウェディング

※未入籍者対象

挙式にハープの生演奏を行います（約1時間）

べラジオ・ファウンテン・ウェディング限定                                                                                                                                                     

商品名
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■メニューは季節によって、また会場の事情によって同等クラスの他料理に変更される場合がございます。

会場名 メニュー

お子様

メニュー

パーティ対応

人数

会場　　　   

　タイプ

喫煙席

無料

送迎

ドレス

着用可否

代金 10％オフ代金

キャンセル

規定

●パーティオプション

代金 10％オフ代金

キャンセル

規定

$140 $126 A

$300 $270 A

$230 $207 A

パーティ　-　ラスベガス　(基本2時間となります）                                                                                                                                         

ザ・キャピタル・グリル

（ラスベガス大通り北）

●西洋料理

●催行不可日/日曜ランチ

●受付時間：

11：30～15：30（月～金曜日）

12：00～15：30（土曜日）

16：00～20：00

【ランチ】

・乾杯用シャンパン（グラス）

・クラムチャウダーまたは　シーザーサラダ

・フィレステーキ、グリルドチキンまたはグリルドサーモン

・マッシュポテト、季節の野菜付

・プレートよりお好きなデザートをお選び下さい

・パン

・コーヒーまたは紅茶

× 2～100名

ホール2～50名

【ランチ】

・乾杯用シャンパン（グラス）

・トマト＆モッツアレラチーズ

・シーザーサラダ

・牛ヒレ肉のメダルステーキ　マッシュルームソース

チキンソテー　白ワインとケイパーソース

またはサーモンのグリル　レモンソース

・プチケーキ

・パン

・コーヒーまたは紅茶

×

【ディナー】

・乾杯用シャンパン（グラス）

・シュリンプカクテル

・ロブスタービスクまたはトマトとフレッシュハーブのグリーンサラダ

・フィレステーキ、サーロインステーキ、ラムチョップ、グリルドチキン

またはグリルドサーモン

マッシュポテト、季節の野菜付

・プレートよりお好きなデザートをお選び下さい

・パン

・コーヒーまたは紅茶

$120

$180

$210

$120

$160ホール

○

ホール/

個室

× × ○

ゼッフェリーノ

（ベネチアンホテル内）

●西洋料理

●催行不可日/なし

●受付時間：11：00～15：30

　　　　　　　　　17：00～20：00 【ディナー】

・乾杯用シャンパン（グラス）

・メロンのプロシュート（生ハム）添え

・シーザーサラダ

・フィレステーキ、チキンのソテー、または白身魚のグリル

・ティラミス

・パン

・コーヒーまたは紅茶

ローリーズ

（ハワードヒューズパーク内）

●西洋料理

●催行不可日/なし

●受付時間：17：00～20：00

○× ×

・乾杯用シャンパン（グラス）

・シュリンプカクテル　ローリーズ特製サラダ

・プライムリブステーキ　またはグリルドサーモン

ヨークシャープディングとマッシュポテト添え

グリンピース、クリームコーン、クリームスピナッチから付合せをお選び下

さい

・ハートのケーキ

・パン

・コーヒーまたは紅茶

× 2～100名

A

A

A

$108

$162

$144

$108

$189

× ×

キャピタルグリル　個室利用料 キャピタルグリルの個室確約料

ゼッフェリーノ専用　ウェディングケーキ（約6名様分） フレッシュクリームケーキ　丸型１段直径約20cm約6名様分

キャピタルグリル専用　ウェディングケーキ（約6名様分）

商品名 代金に含まれるもの/注意事項

フレッシュクリームケーキ　丸型１段直径約20cm約6名様分
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※特に記載のない場合は、人数・個数・内容・利用日・時間の変更も含みます。

※見積もりを依頼し、特別にアレンジしたオプションのキャンセル規定はお問合せください。

■美容商品に関して、ヘアセット・メイクなどお客様のご要望はサービス施術中に担当スタッフにお申付けください。サービス終了後のご指摘に関しては責任を負いかねます。

■リハーサルメイクのヘアメイクアーティストと当日のヘアメイクアーティストが異なる場合がございます。

■美容商品には、シャンプー、ヘアカット、髭剃りは含まれません。あらかじめ済ませてご来店ください。

■列席者様の美容商品をお申込の際は、お名前、ご宿泊ホテルをご予約時にお申出ください。

■商品に関しての不具合のご指摘は、商品お受取時又はサービス提供後、30日以内にお願いいたします。30日を経過した後のお申出に関しましては、対応いたしません。

■パンフレット／アルバム見本／ビデオ（ムービー）見本等の画像は全てイメージです。また、有料の追加オプションが含まれている場合があります。現実の環境や実際の商品とは大

きく異なることがございますのであらかじめご了承下さい。

美容

■美容商品の開始時間やスケジュールは、現地各店にて調整させていただきます。

■美容商品に関して、ご到着のスケジュールによりお受けできない場合がございます。

■リハーサルメイクの際メイクをしてのお越しの場合は、クレンジング、洗顔料、乳液等をご持参ください。 

また、ヘアメイク後にドレスにお着替えいただきますので、前開きのお洋服でご来店の上、 ドレス、小物、下着をご持参ください。

オプション注意事項

■オプションに関しては、ご出発40日前までに販売店窓口へお申込ください（一部商品を除く）。

   ご利用日まで40日に満たないお申込の場合、手配の関係上お受けできないこともございます。

■現地オプションは現金（現地通貨）、クレジットカード（VISA・MASTER・JCB）、お支払いただきます。日本円表示のオプション商品には税金が含まれておりますが、現地通貨表示の商

品は各地域の規定に基づき、税金が別途かかります。

■すべての商品に関して天候等の諸事情により当社の判断にてサービス提供を中止、または変更する場合がございます。中止となった場合、当該商品の代金分を返金にて対応させ

ていただきます。尚、お客様のご事情によるキャンセルにつきましてはキャンセル料が発生いたします。

■当社の催行責任の及ぶ全行程において、当社指定外の外部業者による写真・ビデオ撮影、音楽演奏、花商品提供、演出、美容施術、料飲提供、物品提供、その他これらに属する

行為は厳禁となっております。（当社催行責任の範囲は、原則としてホテルご出発時から挙式後ホテル帰着時までとします）。

■商品内容及び代金は予告なく変更される場合がございます。

C ◎利用日の前日から起算して30日目にあたる日以降～当日および無連絡不参加：オプション代金の100％

D ◎利用日の前日から起算して40日目にあたる日以降～当日および無連絡不参加：オプション代金の100％

E ◎お申込時から：オプション代金の100%

オプション変更・キャンセル規定　

A

◎利用日の前日から起算して15日目～5日目にあたる日：オプション代金の50％

◎利用日の前日から起算して4日目～当日および無連絡不参加：オプション代金の100％

B

◎利用日の前日から起算して30日目～16日目にあたる日：オプション代金の50%　

◎利用日の前日から起算して15日目～当日および無連絡不参加：オプション代金の100%
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■美肌加工お申し込みでフォトセレクト・レイアウトサービスが選択期限を過ぎ、代行終了となる場合は、美肌カウンセリングシート上のチェック4項目を全て「はい」にて編集させていた

だきます。

<フォトセレクトサービスに関して>

■写真のセレクト期間は挙式日から45日間となります。セレクト期間延長ご希望の場合は、フォトセレクトシステム上でご自身にて延長ボタンをクリックいただきます。セレクト期間を過

ぎてしまった場合は、弊社にて代行で終了させていただき、アルバム製作に入らせていただきます。

■フォトセレクトシステム上で「一次保存」されたセレクト内容は、期限を過ぎ代行終了させていただいた場合でも、セレクト結果を保存しておりますので、アルバムに反映させていただき

ます

■フォトセレクト完了後、追加・変更をご希望の場合は、別途追加代金が発生する場合がございます。詳しくは映像カスタマーサービスまでお問い合わせください。

■アルバム表紙タイプは日本ご出発までにお知らせください。

■追加オプションとして設定のあるデータ加工以外の修正をご希望の場合は、別途費用が発生いたします。詳しくは映像カスタマーサービスまでお問い合わせください。

<レイアウトサービスに関して>

■レイアウト変更期間は挙式日から60日間となります。レイアウト変更期間延長ご希望の場合は、期限前日までに弊社映像カスタマーサービスまでご連絡ください。期限を過ぎた後の

延長または完了後の変更をご希望の場合、別途費用が発生する場合がございます。詳しくは弊社映像カスタマーサービスまでご連絡ください。

■レイアウトサービスの選択が完了されましたら、「完了」ボタンをクリックください。「一次保存」のみで「完了」をされず、終了もしくは期限を過ぎた場合、弊社お任せのレイアウトにてア

ルバム製作となります。

■青空加工・美肌加工・歯のホワイトニング加工はレイアウトサービスお申し込みの場合、レイアウトサービスシステム上にてもお申し込みいただけます。代金のお支払はクレジットカー

ドのみの受付となります。

■追加写真撮影に関する共通注意事項(挙式プランに含まれる追加写真撮影も含む）

※追加写真撮影は、挙式プランに付随するオプションとなります。また、写真商品をお申込の方対象となります（一部お申込みアルバムが限定されている追加写真撮影もございます。

アルバム収納カット数自体は増えません）。撮影場所はご指定いただけません。

※追加写真撮影にはカップル分の送迎が含まれます。

※追加写真撮影には、撮影した画像を収録したデータディスクが付きます。アルバムに付くデータディスクにまとめて収録いたしますが、その枚数は2枚になることもございます。撮影さ

れたカットのうち、アルバムにはお申込アルバムのカット数の1割以上が収録されます。

※各プランの所要時間は、撮影開始時間から撮影終了後ホテル帰着までの目安の時間となります（追加パーティ撮影は除きます）。交通事情、お申込みオプション等により、異なること

もございます。

■写真の画像データは800万画素相当以上のJPEG（ジェイペグ）データです。原則WINDOWSパソコンでの鑑賞用途等に適しており、あらゆる条件の印刷を保証するものではありませ

ん。データの時刻情報等は、挙式時刻情報等とは異なる場合があります。JPEG以外の形式のデータ（カメラRAW等）はいかなる場合も出荷いたしませんのであらかじめご了承下さい。

編集前、あるいは出荷品以外のデータの追加等は出来ませんので、あらかじめご了承ください。

■追加写真・ムービー撮影、または挙式プランに含まれる写真撮影は挙式スケジュールによって挙式前の撮影になることもございます。また、撮影場所はご指定いただけません。

■ムービー商品の映像音声には当社の予期できない理由により雑音・騒音・ノイズ等が記録される場合があります。

■ムービー商品は、納品形態を「DVD」と「Bru-ray Disc」の2種から選択いただけます。（一部の商品を除く）

○DVD：SDTV/480i動画をDVD-Video方式でDVD-Rディスクに記録した製品です。HDTV（ハイビジョン）方式の製品ではありません。

○Blu-ray Disc ：HDTV（ハイビジョン）／1080i／1080p映像をBlu-ray Discに記録した製品です。試聴にはブルーレイディスクプレイヤーが必要になります。

　※SDTV：旧地上波アナログ放送で使用された方式

　※HDTV：1080i/p 地上デジタル/BSデジタル放送等で使用されている方式

　※「ＤＶＤ」でお申込みされた場合、挙式後に「Blu-ray Disc」商品に変更することは出来ませんのでご了承ください。

■写真／ビデオ撮影への個別リクエスト（コンテ指定等）については、ご購入された挙式パッケージ／オプション撮影の催行時間範囲内に実行可能なもので、かつ事前に画像データ又

は紙資料とともに明示いただいた場合に、写真4カット(相当)迄を承ることが可能です。時間延長や人員、機材追加が必要となるリクエストにつきましては、別途お見積りとなりますので

ご了承ください。

また、リクエストの締切は、各種手配の都合上、挙式30日前までとさせていただきます。撮影当日のリクエストには十分な対応ができない場合があります。5カット以上をリクエストされる

場合は、各種延長料とともに都度お見積りとなりますので別途お問い合わせください。当社はお客様のご希望に沿う最善の努力をいたしますが、諸条件によって対応出来ない場合もご

ざいますのであらかじめご了承下さい。（含：特定のキャラクター、海亀・サンセットのような他社権利や各種法令に触れる場合、および天候や自然気象に左右されるもの）

■写真データ・アルバム・ムービー商品は全て弊社のフォト/ビデオグラファー/エディターまたはデザイナーの裁量による撮影・選択・編集とさせていただきますのであらかじめご了承

下さい。

■追加撮影をパーティ後に行う場合、または挙式とパーティの時間があく場合には、別途送迎車の延長料がかかります。また、一部商品によってはフォトグラファーの待機料金がかか

ります。

■ご宿泊ホテルのメイクシーンの撮影の場合、ご宿泊室以外の敷地内（ロビー等）での撮影はできません。

■追加アルバム及び追加ミニアルバムはお申込のアルバムと同じ内容（表紙、中身タイプ等含む）となります（一部商品を除く）。別仕様をご希望の場合は有料となります。また追加ア

ルバム及び追加ミニアルバムはアルバム商品本体と同送となります。アルバム商品本体と別の場所へのお届けをご希望の場合は、別途送料にて承ります。

■2種類以上の異なったアルバムをお申込の場合は、写真が重複することがございます。(フォリオ等を含みます）

■お渡しするデータディスクに収録されるJPEG画像データは、意図せぬ事象（一例：虫や動物の不適切な写り込み、被写体の目つぶり等）から、適切な編集、削除等をさせていただい

た後のものとなります。編集とは選別/色調整/修正/削除等を行うことを指しますが、それらは編集者の裁量による仕上げとさせていただきます。編集前あるいは出荷品以外のデータ

の追加等は出来ませんのであらかじめご了承ください。

■アルバム商品は、レイアウトWebサービス、フォトセレクトWebサービスご利用無しの場合、挙式後約45日で、ムービー商品は挙式後約30日、（アメリカ遠隔地/ロサンゼルス、ニューヨ

ーク、カナダは約40日）で、事前に指定された日本国内の場所へのお届けとなります。（送料込み。一部商品を除く）。また、日本国内以外のお届けには別途送料を承ります。日本国外

宛ての場合は通関/輸送の状況により到着までの日数が変動いたします。この納期を変更する場合は都度に見積の上追加料金を承ります。無料での納期変更は一切承れません。

■現地お渡し設定のある商品は、お客様のご都合により現地にてお受取いただけない場合はご指定の住所に有料にてお送りいたします。

■写真・ムービー商品の出荷データは挙式後6ヶ月間当社にて保管し、その後消去いたします。商品外/出荷外のデータは個人情報保護の為に速やかに全消去いたします。

■天候等の諸事情により当社の判断で撮影を中止、または撮影場所を変更（屋内等）する場合がございます。  

撮影が中止となった場合は、当該商品の代金分を返金にて対応させていただきます。取消料はかかりません。但し、撮影が挙式プランに含まれている場合は返金いたしかねます。

■教会、ホテル、ビーチ、公園など公共の場所での挙式・撮影は、状況により多くの人で混雑する場合もございます。映像商品にもこれら一般の方が写りこむ場合がありますのであら

かじめご了承ください。

■各商品の仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

オプション注意事項続き

映像
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※特に記載のない場合は、人数・個数・利用日・時間の変更も含みます。

■延長料金をお支払いの上、挙式パッケージに含まれるリムジン（またはセダン）を引続きご利用いただくことも可能です。

■送迎が含まれない会場の場合は打合せ時に会場までの行き方をご案内いたします。

■パーティ会場外へのお料理、お飲物、ケーキの持出しは、ご遠慮下さい。万が一持ち出しをされた場合のトラブルに関しては、当社では責任を負いかねます。

■アレルギーによってメニュー変更を希望される際は、お客様より食材及び調味料などの制限項目のご掲示をお願いいたします。掛かりつけの医師から指導されている具体的内容を

お知らせください。

■パーティ時のアレルギーの対応について、実施の40日前までにパーティ出席者の方のアレルギーの有無をご確認ください。

■アレルギー対応の際にはご申告頂いた食材を使用しない料理をご準備致しますが、さらに厳密な対応を必要とされる場合は、お申出ください。その場合は、ご要望にお応え出来な

い場合がございますので、ご了承ください。

■厨房での通常作業には、料理・調理場が共有されています。同じ調理工程でアレルギーを含んだ食材を扱っています。

■会場で別途ご注文されたお飲み物、アラカルト料理の代金は含まれませんので、直接会場にてお支払いいただくことになります。またその場合のサービス料、税金、チップ等は代金

と共に、直接会場にてお支払い下さい。 （＊会場発行の請求明細では、代金に含まれることがありますので、よくご確認の上お支払い下さい。） 

■メニューは季節によって、またレストラン側の事情によって同等クラスの他料理に変更される場合がございます。

■パーティは予約時刻より2時間（一部異なる場合があります）としてお手配いたします。パーティ時間が予定時刻より遅れた場合、その理由が不可抗力によるものであっても原則とし

て当初の予定時　刻より2時間を越える場合には、お客様より延長料金を申受ける場合がございます。また、エンターテイナーも当初の予定開始時刻より2時間の滞在となります。

■一部の会場では、サンダル、ジーンズ、短パンなどの軽装では会場内に入れない場合があります。

■各パーティ会場には、飲食物の持込は一切できません。

■お申込受付時間は一部の会場を除き、原則営業終了時間の2時間前となります。

B

◎利用日の前日から起算して30日目～16日目にあたる日：オプション代金の50％

◎利用日の前日から起算して15日目～当日およぶ無連絡不参加：オプション代金の100％

パーティ共通注意事項

■パーティに関しては、ご出発40日前までに販売店窓口へお申込ください（一部商品を除く）。ご利用日まで40日に満たないお申込の場合、手配の関係上お受けできないこともございま

す。

■含まれるものとして記述のあるもの以外では、飲み物料金は含まれません。

■カリフォルニア州法律により6歳以下のお子様がご乗車の場合、チャイルドシート装着が義務付けられています。　チャイルドシートの事前手配が必要となります。　日本ご出発の2週

間前までにお知らせ下さい。　※別途料金必要（お問合せください）

パーティ/パーティオプション変更・キャンセル規定　

※見積もりを依頼し、特別にアレンジしたオプションのキャンセル規定はお問合せください。

A

◎利用日の前日から起算して15日目～5日目にあたる日：オプション代金の50％

◎利用日の前日から起算して4日目～当日および無連絡不参加：オプション代金の100％

■乗車人数は幼児、子供も含めた総合計の人数になります。

その他

■列席者様の追加撮影ご同行は、ご遠慮いただいております。

■ワールド・フォトツアーの撮影場所の指定はできかねます。

■ニューヨークにおいては追加写真撮影には介添えスタッフは同行いたしません。フォトグラファーがお手伝いいたします。

■ネバダ州の法律により6歳以下のお子様がご乗車の場合、チャイルドシート装着が義務付けられています。　チャイルドシートの事前手配が必要となりますので、日本ご出発の2週間

前までにお知らせ下さい。（リクエストのみ。確約不可）

フラワー

■ブーケとヘッドピースを除く生花フラワー商品は、花材の指定はお受けできません。

■フラワー商品は、季節や天候不順などの入荷事情により手配できない場合や写真とイメージが異なることがございます。日数に余裕をみてお申込ください。また、その上でも予定花

材の仕入れが不充分である場合の代替花材につきましては当社判断とさせていただきます。

■スペシャルブーケをご希望の場合には、花の材料のよくわかる写真やカラーコピー、切り抜き等を添えて挙式約40日前までに販売店へお申込ください。

送迎

■列席者様の送迎をお申込の際は、ご乗車される方の乗車人数と代表者の方の氏名とご宿泊ホテルをお知らせください。お申込の時点で詳細の連絡がない場合は、お手配ができな

いことがありますのでご注意ください。

オプション注意事項続き
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