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北海道の雄大なロケーションで
ウエディングフォトを撮りたい !

LOCATION PHOTO PLAN

HOKKAIDO

ロケーション フォトプラン

中島公園、豊平館、アカプラ、富良野、大通公園、
北海道庁旧本庁舎など

SIMPLE WEDDING
CEREMONY PLAN & PHOTO PLAN

¥132,000

データ 100 カット

（税込）

撮影時間：約60〜75分

北 海 道シンプルウエディング

含 まれるもの

ロケフォト
プランのみ

衣裳

新婦ヘアメイク・着付け

撮影データ

撮影会場使用料

造花ブーケ&ブートニア

オプション

データ
１００カット
プラス

和装に変更

（⽩無垢または⾊打掛１点、⿊紋付１点）

＋¥

33,000（税込）

ドレス１点追加

和装１点追加

お着替え・お色直し含む

＋¥

77,000（税込）

＋¥

99,000（税込）

H O K K A I D O

Flow

Hokkaido Simple Wedding

お申し込みの流れ

Photo Plan

Schedule
Hokkaido Simple Wedding

フォトプラン撮 影
当日のスケジュール

和装セットを追加

着付け・ヘアメイクリタッチ含む

1 お問い合わせ・ご予約
WEBサイトのご予約フォーム、またはお電話
にてご予約ください。お問い合わせ内容の
確認のためスタッフよりご連絡させていただき
ます。

（⽩無垢または⾊打掛１点、⿊紋付１点）
着付け・ヘアメイクリタッチ含む

＋¥

SI M P L E

121,000（税込）

美容アテンド

※衣裳は、ウエディングドレスまたはカラードレス１点、タキシード１点
です。 ※お衣裳には基本小物がつきます。タキシードにはシャツが
含まれます。 ※和装のお衣裳には基本⼩物・着付け⼩物、
かつら、
かんざしがつきます。 ※撮影ロケーションまでの移動費は実費とな
ります。
ロケーションフォトプラン

◆土日祝日は追加料金 + ¥33,000（税込）
となります。
※記載されている価格はすべて税込です。

W E D D I N G

2 ご予約日時のご決定
お問い合わせいただいてから3 営業日以
内にプランナーよりご返信させていただき、
ご相談日時を決定いたします。

3 お打ち合わせ当日
オンライン相談の方は当日お約束のお時間にプラン
ナーよりお電話にてご連絡いたしますのでパソコンをイ
ンターネット接続した環境でお待ちください。お打ち合
わせではおふたりのご希望をお聞かせください。おふた
りの理想が叶うフォトプランをご提案します。

ご来 店

ヘアメイク

着付け

撮影当日にクチュールナオコ札幌店にご
来店ください。

プロのヘアメイクアーティストが、あなた
のイメージに合わせて、美しく仕上げてく
れます。

着たいドレスや和装のイメージが固まって
いなくても大丈夫。ドレスショップならで
はの豊富な品揃えから選べます。

ロケフォト出 発

新郎新婦の移動費は実費にてお支払い
ください。

撮影時間

撮影

店舗へ

プロカメラマンによる最高のブライダル
フォト。美しい景色を背景にお二人の感
動の一瞬を撮影します。

クチュールナオコ札幌店に戻り、お着替
えをして終了です。

和装フォトまたは洋装フォト
（衣裳1点）
：約 60～75分

和洋装フォト
（衣裳 2点以上）
：約120～150分

札幌店
w w w . co u tu re - n ao c o . c om
株式会社クラウディアコスチュームサービス
総合ブライダル企業 株式会社クラウディアホールディングス
【東証１部：証券コード3607】

011 - 210 - 0705
〒060-0002 札幌市中央区北2条西3丁目
1-12 敷島ビル2F

お申し込み・
お問合わせは
こちらから

2021.03- 500

ウエディングドレス姿を
リーズナブルに残したい !

憧れの本格チャペルで
セレモニーイメージのフォトを撮りたい！

結婚式をしていないけれど
結婚式のようなウエディングフォトを残したい！

では
チャペル
実際の挙 式スタイルで

Hokkaido
Simple
Wedding

各シーンを撮 影しま
す！

北海道
シンプルウエディング
ウエディングフォトだけは残しておきたい、

SIMPLE PHOTO PLAN

DELUXE PHOTO PLAN

LUXURY PHOTO PLAN

シンプル フォトプラン

デラックス フォトプラン

ラグジュアリー フォトプラン

ホテルスタジオ

チャペル

データ 5 カット

おふたりで簡単に挙式をしたい、

撮影時間：約20〜30分

親族のみで挙式・会⾷をしたい、など
叶えていただきたいから。
必要なものだけを厳選した新プランで

衣裳

（ウエディングドレスまたは
カラードレス１点、
タキシード１点）

クチュールナオコは新郎新婦様を応援いたします。

データ 20 カット

（税込）

撮影時間：約30〜40分

¥162,800

（税込）

データ 100 カット
撮影時間：約60〜75分

挙 式スタイル

¥278,300

（税込）

CEREMONY PLAN

含 まれるもの

今このときにおふたりが本当に⼤切にしたいことを

¥107,800

ホテルスタジオ + チャペル

新婦ヘアメイク・
着付け

撮影データ

撮影会場使用料

ドレス１点追加

和装１点追加

タキシード１点追加

（⽩無垢または⾊打掛
１点、⿊紋付１点）

お着替え・お色直し含む

着付け・ヘアメイクリタッチ含む

お着替え含む

（神殿使用）

＋¥

55,000（税込）

＋¥

55,000（税込）

※お衣裳には基本小物がつきます。タキシードにはシャツが含まれます。
※和装のお衣裳には基本⼩物・着付け⼩物、かつら、かんざしがつきます。

＋¥

77,000（税込）

＋¥

33,000（税込）

フォトプラン

◆土日祝日は追加料金
+ ¥22,000（税込）
となります。
※記載されている価格は
すべて税込です。

少人数セレモニープラン

近しい人たちに見守られながら、
挙式のみを行いたい方へのシンプルプラン。

プランに含 まれるもの

オプション

和装に変更

造花ブーケ
& ブートニア

セレモニー

教会、神前式、
シビルウエ
ディング、人前式から選択

衣裳

新郎新婦衣裳
¥330,000（税込）
までを含む

¥ 253,000

（税込）

（ご両家負担）

ヘアメイク＆
着付け（１点）

写真＆アルバム
写真六つ切 2ポーズ
アルバム 2セット

※その他：アテンダー／親族控室 ※ご会食についてのご相談も承っています。スタッフまでご確認ください。
※表記料金には、室料、サービス料が含まれます。ガーデン挙式をご利用の場合、+ ¥55,000（税込）
とな
ります。 ※記載されている価格はすべて税込です。

