
代金 スペシャル代金 キャンセル規定

$580 $410 A

$490 $340 A

$180 $150 A

$270 $220 A

$380 $300 A

$400 $310 A

$400 $310 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。

※上記料金はストリップ地区のホテルに宿泊の場合の料金です。ダウタウンやその他のエリア、個人宅、コンドミニアムなどの場合は別途追加料金がかかります。

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: ご宿泊ホテルのお部屋

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）

施術場所:ご宿泊ホテルのお部屋
※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:ご宿泊ホテルのお部屋
※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:ご宿泊ホテルのお部屋またはラスベガス店
※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:ご宿泊ホテルのお部屋
※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:ご宿泊ホテルのお部屋
※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

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:ご宿泊ホテルのお部屋
※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。
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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 スペシャル代金 キャンセル規定

約20枚 - - $1,330 $1,050

約60枚 $1,800 $1,400

約100枚 - - $2,300 $1,800

約150枚 - - $2,700 $2,100

24P/40C 約60枚 〇 - $1,740 $1,400

32P/60C 約80枚 〇 - $2,240 $1,800

追加ミニアルバム - - - - $330 $270

24P/40C 約150枚 - 〇 $2,740 $2,200

32P/60C 約150枚 - 〇 $2,950 $2,400

24P/40C 約180枚 - 〇 $3,030 $2,500

追加ミニアルバム ー - - - $350 $280

エタニティ
Eternity

32P/60C 約180枚 - 〇 $3,480 $2,800

追加ミニアルバム - - - - $360 $290

2面
（2カット）

- $140 $110

3面
（3カット）

- $160 $130

$310 $250

$480 $380

$280 $220

$350 $280

$630 $500

$250 $200

納品枚数 代金 スペシャル代金 キャンセル規定

約30枚 $1,120 $1,010 A

約30枚 $2,000 $1,800 A

約20枚 $580 $520 A

約20枚 $860 $780 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。

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

※〈全データ〉データディスクに収納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）

○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。

A

A

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

A

－

-

美肌

50カット以上のアルバム

全データ

アルバム収納のみ
40カット以内のアルバム

-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

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10日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。

■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

Ｋｉｚｕｎａフォリオ

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

商品名

B

-

ワールド・フォトツアー

-
-

-
-

-

-

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。                                                                                                                                                                                                                             

-

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 (車種指定なし）

ウエスタンスタイル・フォトツアー
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編集時間 代金 スペシャル代金 キャンセル規定

約3～10分 $1,570 $1,260 A

約３～5分 $2,150 $1,720 A

- $150 $120 A

- $130 $100 A

代金 スペシャル代金 キャンセル規定

$180 $140 A

WB-15 $210 $170 A

WB-17 $450 $360 A

WB-18 $330 $260 A

WB-24 $250 $200 A

WB-26 $250 $200 A

WB-27 $300 $240 A

$140 $110 A

$160 $130 A

$180 $140 A

$140 $110 A

代金 スペシャル代金 キャンセル規定

$330 $300 A

$480 $430 A

$400 $360 A

代金 スペシャル代金 キャンセル規定

$360 $320 A

代金に含まれる内容／注意事項

■ すべてのブーケには、新郎様用ブートニアが含まれます。
■ 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（＄180）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

ホワイトローズのナチュラルキャスケード

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

カジュアルムービー
（記録ムービー）

ディスクコピー

〇納品／ブルーレイディスク
〇挙式の撮影（セレモニーシーン記録ムービー）
※会場によって編集時間が異なります。
べラジオファウンテンウェディング:約10分、ドライブスルーウェディング:約3～4分、
リトルチャーチオブザウエスト・グレイスランドチャペル:約4～5分

品質の劣化なくマスター映像よりディスクのコピーを行います。
※本体となるブルーレイと一緒のお届けとなります。

スタンダードムービー
（ダイジェストムービー）

〇納品／ブルーレイディスク
〇会場到着から挙式および挙式後、挙式場周囲での撮影
※編集時間は挙式時間に準じます。
〇BGM/指定10曲より1曲を選択
〇ダウンロードサービス:フォトセレクトサービスをお申込みの方は可能

BGM楽曲リクエスト
対象:スタンダードムービーをお申込みの方
※希望曲名、アーティスト名を販売店にお知らせください。
楽曲によってはご希望に添えない場合もございます。

ホワイトローズのクラッチ

フラワー 

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。

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

フラワーシャワー 追加
約6名様分
※カラーお任せ

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クラッチ

アップグレード生花ブーケ
パステルブルーのラウンド

ピーチパステルミックスローズのラウンド

かすみ草のクラッチ

シャビー・エレガンス

リーガルウェディング
※未入籍者対象

その他                                                                                                                                                     

フラワーシャワー 基本
約6名様分
※カラーお任せ

-
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。（2019年12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。

代金に含まれる内容／注意事項

列席者様送迎

セダン(最大乗車人数3名）

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）

商品名

商品名

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。

送迎                                                                                                                                                                                                                                    
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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
スペシャル

代金
キャンセル

規定

●パーティオプション

代金
スペシャル

代金  キャンセル規定

$180 $170 A

$300 $270 A

$240 $230 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】
・乾杯用スパークリングワイン（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
【ディナー】
・乾杯用スパークリングワイン（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

○
ダイニング/

個室
× ×

パーティコーディネーター

パーティの際、パーティコーディネーターがアテンドサービスをいた
します。（パーティ開始~お開きまで）※パーティ人数が15名様を超
える場合や、スペシャルリクエストがある場合は必ずパーティコーデ
ィネーターのお申込みが必要となります。

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

○× ×

・乾杯用スパークリングワイン（グラス）
・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
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
・バニラアイスクリーム
・パン
・コーヒーまたは紅茶

× 2～100名 ダイニング          

【ランチ】
・乾杯用スパークリングワイン（グラス）
・ミネストローネ または サラダ
・パスタ、グリルドチキンまたはサーモンのグリル
・ティラミス
・パン

×

カナレット
（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】
・乾杯用スパークリングワイン（グラス）
・サラダ
・ペンネ
・リゾット、サーモンのグリル、グリルドチキン
 またはニューヨークステーキ
・ティラミス
・パン

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

A

A

$130

$200

A

$150

$110

$200

$110

$160

$99

$140

$160

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

○

ダイニング/
個室

（空きがあ
る場合のみ

）

× ×2～80名
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