モ ル ディブ ウェディング フォトプラン

WEDDING
PHOTO PLAN
Maldives
ドレスとタキシードを着て
思い出の写真を残したい！

￥248,000 〜

「挙式は日本でしたけれどハネムーンでもウェディングドレスで撮影したい。」
「結婚式はしなかったから衣裳を着て写真を残したい。」
そんなあなたのご希望をかたちにします。

ウェディング・フォトプラン
基本内容
バロス・モルディブ／フォーシーズンズリゾート・モルディブ・アット・クダフラ／ワン＆オンリー・リーティラ・モルディブ
タージ・エキゾチカ・リゾート＆スパ モルディブ／ビバンタ・バイ・タージ・コーラルリーフ モルディブ
ココア・アイランド／オルベリ・ビーチ＆スパ／アンサナ・リゾート＆スパ・モルディブ・イフル
バンヤンツリー・モルディブ・ヴァビンファル／ジュメイラ・ヴィタベリ

現地試着の方で、1 泊目からリゾートに滞在した場合、
2 日目サロンでの衣裳合わせの為のリゾート～マーレ間の
ボート代が別途かかります（1 泊目フルレ又はマーレ泊の
場合、ボート代はかかりません）

￥248,000

カヌフラ・モルディブ／ラックス * モルディブ／ミリヒ／フォーシーズンズ・リゾート・モルディブ・アット・ランダーギラーヴァル
アンサナ・ヴェラヴァル／ヴィルリーフ・ビーチ＆スパ・リゾート／シックスセンシズ・ラーム・モルディブ
センタラ・グランド・アイランド・リゾート＆スパ／デュシタニ・モルディブ／コンスタンス・ハラベリ・リゾート・モルディブ
上記以外のホテルの場合はお問合せください

￥293,000

お部屋でのヘア＆メイクシーンから、滞在ホテル敷地内での撮影を行います

お部 屋へ

2

ホテル敷地内にて撮影（約

撮影当日

1

時間）

時間前）

時間半）

お部 屋でヘアメイク（ 約

水 上 飛 行 機カウンターへ

時 間〜

2

衣 裳 合わせ

2

空 港の船 着 場 、または

（約

or

サロンへご案 内

時間半）

2

船 着 場へ

時 間〜

2

衣 裳 合わせ

※データーは帰国時空港にてお渡しします（撮影後 3 日目以降）
お客様の旅程の都合でお渡し出来ない場合には、ご帰国後、約 2 週間で日本のご自
宅に郵送いたします ※アルバムお申し込みの場合はアルバムと同時
（ご帰国後、約 2ヶ
月後）に日本のご自宅へ郵送いたします

（約

3 CD-R（30 カットの画像データ）

1泊目フルレアイランドホテル
又はマーレ市内ホテルへ宿泊の場合

1泊目から撮影リゾートへ宿泊の場合

マーレ又は空 港の船 着 場
までお迎えします

2 新婦ヘア & メイク兼コーディネーター（日本人）

現地試着の場合 到着日または翌日

サロンへご案 内

※上記金額を超えた衣裳をお選びいただいた場合には差額をお支払いいただきます

※撮影時間は現地でのご案内となります

到着日

※ 衣 裳 合わせの為の
サロンまでのボート代は
別 途 要（オプション）

（新郎衣裳 48,000 円分、新婦衣裳 80,000 円分が含まれます）

※状況に応じてスケジュールが変更になる可能性がございます

スケジュール … 到着日と撮影当日の流れ（一例：現地試着の場合） ※衣裳合わせした衣裳は、お客様ご自身でホテルまでお持ちいただきます
空 港 到 着 後グリーティング
レターを空 港でお渡します

1 新郎新婦レンタル衣裳・小物一式含む（日本試着可）

お客様の旅程の都合により現地試着をお受けできない
場合がございます。

日本試着の場合…衣裳一式は現地空港でお渡しまたは1泊目の宿泊ホテルへ事前にお届けします

4 ブーケ & ブートニア（造花）

オプション

ボート代

美容

フラワー

アルバム

バロス・モルディブ／フォーシーズンズリゾート・モルディブ・
アット・クダフラ／ワン＆オンリー・リーティラ・モルディブ
／タージ・エキゾチカ・リゾート＆スパ モルディブ／ビバン
タ・バイ・タージ・コーラルリーフ モルディブ／ココア・
アイランド／オルベリ・ビーチ＆スパ／アンサナ・リゾート＆
スパ・モルディブ・イフル／バンヤンツリー・モルディブ・ヴァ
ビンファル／ジュメイラ・ヴィタベリ

￥50,000

新郎ヘアスタイリング
新郎メイク
つけまつげ
ボディメイク
ヘッドピースチェンジ
クィックヘアチェンジ

￥5,000
￥8,000
￥1,500
￥8,000
￥5,000
￥15,000

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

生花ヘッドピース
生花ハクレイ

￥10,000
￥15,000

ブーケに合わせたお花をご用意いたします

ケリーフォトブック（SS）

￥36,000

ケリーフォトブック（MS）

￥50,000

ケリーフォトブック（CUTE）

￥128,000

ケリーフォトブック（STD）

￥188,000

ケリーフォトブック（SUP）

￥228,000

ケリーフォトブック（DLX）

￥248,000

ケリーフォトブック（LUXURY）

￥268,000

18 × 18cm 20 ページ 約 30 枚
ソフトカバー プラスティックケース入り
26 × 26cm 20 ページ 約 30 枚
ソフトカバー プラスティックケース入り
サイズ 21.6 × 21.6ｃｍ 20 ページ 約 20 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 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 CD-R60 カット付
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頂けます
CD-R60 カット付
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 CD-R60 カット付

CD 追加フォト（追加 40 カット）
CD 追加フォト（追加 70 カット）
CD 追加フォト（追加 100 カット）

￥30,000
￥50,000
￥70,000

写真セレクト

￥15,000

写真データー先渡し

￥5,000

アルバム特急仕上げ

￥25,000

現地試着で、1 泊目からリゾートに滞在の場合、
2 日目サロンでの衣裳合わせの為のリゾート～マーレ間のボート代となります
（新郎新婦１往復）

デコルテから手にかけてボディメイクをいたします
ヘッドピースをその場でお付け替えいたします
髪型をその場でスタイルチェンジいたします
＊ホワイト・ミックスカラーよりお選びいただけます
＊オーキッド / ローズ＆リリー / ローズの 3 種類よりお選びいただけます
＊ホワイト・ミックスカラーよりお選びいただけます
＊オーキッド / ローズ＆リリー / ローズの 3 種類よりお選びいただけます
ブーケに合わせたお花で花冠をご用意いたします

追加 40 カット、合計 70 カットのＣＤ-Ｒをお渡しします
追加 70 カット、合計 100 カットの CD-R をお渡しします
追加 100 カット、合計 130 カットの CD-R をお渡しします
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択したいお客様はお申し込みください
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
撮影後 3 日目以降に現地でお渡しいたします 旅程により現地でお渡し出来ない場合に
は、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）

※アルバムはご帰国後、約 2 ヶ月後のお届けとなります（日本渡し） アルバムページ数の変更も可能ですので、お問い合わせください

注意事項
●各リゾートご宿泊者限定のプランとなります
●挙式をされない方が対象のフォ
トプランです
●ご予約は撮影希望日の 3ヶ月前からとなります
● 1/1 は催行除外日、それ以外はリクエス
トベースとなります
●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
●原則として、現地到着日・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）

お申込み､ お問い合せは…

キャンセル規定
●料金や内容は、予告なく変更になる場合があります
●フォ
トプラン代金は、日本ご出発前にお申し込み窓口へお支払いください
●新郎様はワイシャツ・靴下を、新婦様はブライダルインナー（肩ひものないも

の）
・ストッキングをご持参ください
●現地試着レンタル衣裳お申込みの方は、マーレサロンにて衣裳合わせを行います
●現地試着の方で、1 泊目からリゾートに滞在の場合、2 日目以降、サロンで
の衣裳合わせの為のリゾート～マーレ間のボート代が別途かかります
（1 泊目フルレ又はマーレ泊の場合、ボート代はかかりません）

株式会社ケリーアン

撮影日の前日から起算して 28 日前から22 日前まで…フォトプラン・オプションの代金の 20％
撮影日の前日から起算して 21 日前から15 日前まで…フォトプラン・オプションの代金の 50％
撮影日の前日から起算して 14 日前から3 日前まで…フォトプラン・オプションの代金の 70％
撮影日の前日から起算して 2 日前から撮影当日まで…フォトプラン・オプションの代金の 100％

〒 150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-3-3 SIA 青山ビルディング 2F
TEL.03-5468-0422

〒 460-0008 愛知県名古屋市中区栄 3-4-15 鏡栄ビル 3F
TEL.052-249-2622

〒 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 4-12-24
現代心斎橋ビル 11 階
TEL.06-6241-0133

〒 810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2-8-30
福岡天神第一生命ビルディング 6Ｆ
TEL.092-717-1511
適用期間:2013年4月1日～2014年3月31日

