WEDDING ITEMS, HAWAII

PHOTO TOUR

追加撮影 ダ・ピンクハウス邸宅 ＋ ビーチフォト
レトロな雰囲気のピンクのビーチハウス。
シャンデリアや螺 旋 階 段、ピンクのインテリアなど、すべてがフォト
ジェニック。邸宅前でビーチフォトも撮影できます。

感 動の瞬 間をいつまでも残しておきたいから、挙 式日はステキに演出したい。
挙 式シーン以外 にも、ハワイならではの 夢 のようなロケーションで想い出を残しませんか。

NF-30 50カット／90分

おふたりのこだわりを詰めて、一生に一度の 想い出をリゾート感たっぷりに残してください。

¥128,000

邸宅使用料、邸宅前でのビーチフォト、
リムジン延長料（9 0 分）含む

Beach photo

Lo cation ph oto

Tow n photo

ハワイでも人 気 のビーチでの 撮 影や 、サンセットタイムの
ビーチ撮 影 。憧れのビーチ撮 影にもこだわって、
リゾート感
たっぷりに。

ロケーションフォトで人気の高い「ハワイシアター」や、
レトロな
ピンクのビーチハウス「ダ・ピンクハウス」、おしゃれなホテルな
ど映画のワンシーンのような絵になるロケーションをご用意。

おしゃれなワイキキの街 中でのタウンフォトや、
レトロなロー
カル感たっぷりのカイムキタウンでのフォトはハワイならで
はの想い出を添えてくれます。

追加撮影 カピオラ二公園
P H OTO TO U R

P H OTO TO U R

ダイヤモンドヘッドのふもとにある緑豊かな公園。
童話に出てくるような大 木のそばで、まるで森の中のような海 外なら
ではの写真が撮れます。壮大さも魅力です。
NF-29 50カット／60分

¥65,000

追加撮影 挙式前ワイキキタウンフォト
ドレス＆タキシードで、
レストランやセレクトショップが

リムジン延 長 料（ 6 0 分 ）含む

NF-21
50カット／70分

¥73,000

ワイキキ内ホテル宿 泊 者 対 象 、美
容師の付き添い70分（内10分タッ
チアップ）含む

軒を連ねるワイキキタウンでの撮影。
そこで撮る写真はまるで映画のワンシーン！

追加料金 オアフ東海岸ビーチ撮影指定
コオラウ山脈の切り立った崖をバックに、真っ白に続く美
しい砂浜のビーチ。穴場スポットなので人が少なく静か
で、近くに公園もあり自然に満たされ癒されることでしょう。

NF-12

¥98,000

※ビーチシーンを含むアルバム購入
が最低条件 ※土日、祝日は不可
※リムジン75分延長含む ※1日1
組限定

追加撮影 ホテル内
ハワイには、絵になるロケーションのホテルがたくさん。
そんなホテルでおしゃれな撮影を！
写 真のホテルはハワイ語で「天国にふさわしい館」と称され、誰もが
憧れるハワイを代表するラグジュアリーホテル「ハレクラニ」。
NF-8

30カット／30分

¥60,000

追加撮影 サンセットビーチ

NF-10
50カット／90分

世界一美しいと言われるハワイのサンセットで

¥94,000

ビーチ撮影を含むアルバム商品の
撮 影とは別にサンセット撮 影を追
加、
リムジン延長料含む

ロマンチックな撮影。
幻想的な雰囲気の中、
ドラマチックな写真が残せます。

美 容 師の付き添い3 0 分の料 金 含む

追加撮影 LAN
ラニクホヌア・ガーデンウエディング専用 サンセットビーチ撮影
NF-39

変更

¥12,000

※ビーチ撮影を含むアルバムをお申込で、
ビーチ撮影（昼間）
をラニクホヌアでのサンセット撮影へ変更の場合

NF-43

追加撮影
5 0カット

¥94,000

※ビーチ撮影を含むアルバムをお申込で、
ビーチ撮影（昼間）
にラニクホヌアでのサンセット撮影を追加する場合

※ 新 郎・新 婦が宿 泊されているホテルでの撮 影となります。

品番

価格

品番

追加料金 レセプションパーティー撮影（開始より30分間）
追加撮影50カット

￥40,000

NF-32

NF-7

追加撮影 レセプションパーティー撮影延長
100カット/合計最大120分

￥46,000

NF-33

NF-11

追加料金 コオリナ地区宿泊者 メイクシーン撮影
※ディズニー挙式を除く

￥36,000

NF-34

NF-38

追加料金 フォトグラフファー延長

￥24,000

NF-42

17

内容

LAN 専用

内容

価格

追加撮影 ゲストのビーチフォトへの参加

50カット/30分

（ゲストと一緒に撮影）1〜7名（7名乗りリムジン 列席アテンド付き）

追加料金 NF-32への人数追加

※1〜7名に付き
（7名乗りリムジン 1台追加）ゲストの最大人数は21名まで

追加料金 撮影データのドロップボックスへの再アップロード

EWL アイネス ヴィラノッツェ ワイキキレイア

￥132,000
￥70,000
￥8,000

LAN ラニクホヌア・ガーデンウエディング
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MOVIE (BLU

R AY)

こだわりのつまった、美しいハワイの 想い出を残さないのはもったいない！
感 動のシーンを、もう一度おふたりで、ご 家 族やお子様と一 緒に観てほしいから「アルバムのように何度も見 返されるムービー」をお 作りいたします。

追加撮影 カカアコタウン
ハワイ屈指の芸術街。
ビルや倉庫にウォールアートが
描かれ、
まるで街全体がフォトスタジオのよう！

NF-35
50カット／60分

¥60,000

リムジン延 長 料（ 60分）含む

追加撮影 カイムキタウン
ローカル感たっぷりのカイムキタウン。
タウンフォトは、
その一瞬一瞬をカメラマンと

NF-28
50カット／60分

¥65,000

リムジン延 長 料（ 6 0 分 ）含む

一緒に歩きながら撮影ができるのが魅力です。

アートに溶け込んで特別なウエディングフォトを残せます。

ジャコラハワイ

P H OTO TO U R

[ J u c o l a H a w a i i ] M OV I E

JUCOLA Hawaii

JUCOLA Hawaii（ジャコラハワイ）
は、日本でTVコマーシャル・映画・企業VP等の制作を手掛けておりました映
像プロダクションです。1998年よりハワイでのウェディングビデオおよびプロモーションビデオの制作をスタート。
おふたりの思いに沿った「 最良の一日」の記憶・記録を映像という形で残させて頂きます。
401 Kamakea Street, Suite 318 Honolulu, Hawaii 96814

追加撮影 ハワイシアターフォト
「Pride of the Pacific」
と呼ばれる美しい
ハワイシアター
（劇場）
をバックにした撮影は、

NF-31
10カット／60分

EWL

¥50,000

リムジン延 長 料（ 60分）含む

アイネス ヴィラノッツェ ワイキキレイア専用

追加撮影 モンサラット通りタウンフォト

NF-37
30カット

¥51,000

ワイキキビーチの南に位置するモンサラットアベニューは、
お洒落なカフェやショップが立ち並ぶ
今話題のエリア。ハワイらしいポップな色使いの街並みをバックに、
フォトジェニックな１枚を！

映画のワンシーンみたいで記念に残したい１枚です。

Tel/Fax: (808)596-0555

D I GE S T FILM ED ITIN G

ブルーレイ ダイジェスト編集

BLU-R AY

挙式シーンと、挙式会場周辺でのシーンを撮影したシンプルな記録的ムービー。
品番

NDN-1

オプション名

編集時間

挙式

約4分編集

内容

価格

メイク

ビーチ

挙式

挙式会場

パーティー

タウンフォト

￥148,000

※フォーマットはブルーレイとUSBから選択できます。

+ P LUS

ムービー 撮影シーンの追 加

ムービーに追 加したいシーンを選んで、オリジナル版に。シーンを追 加することで、それぞれ編集時間がプラスされます。
品番

オプション名

編集時間

NDN-20

追加：メイク

追加約1分編集

メイク

ビーチ

挙式

挙式会場周辺

パーティー

タウンフォト

＋ ￥86,000

NDN-21

追加：パーティー

追加約1分編集

メイク

ビーチ

挙式

挙式会場周辺

パーティー

タウンフォト

＋ ￥82,000

NDN-22

追加：ビーチ

追加約1分編集

メイク

ビーチ

挙式

挙式会場周辺

パーティー

タウンフォト

＋￥108,000

NDN-32

追加料金 ケイキビーチ撮影
夏は穏やかで波に運ばれた美しい貝や
サンゴの欠片がたくさん！冬は押し寄せる
波をバックに迫力ある写真を残すことができます。

NF-23

¥132,000

ビーチ撮影を含むアルバム購入者
対象、
リムジン延長料（4時間）含む
※土日祝日は不可

追加撮影 エンゲージメントフォト
挙式の前日あるいは翌日に、
いつもと変わらない
ふたりの雰囲気を撮影。
ワイキキ周辺を私服で

NF-26
50カット／60分

¥39,000

NDN-33

内容

価格

追加：オアフ東海岸ビーチ指定

＋￥44,000

※1日1組限定

追加：タウンフォト
美容師の付き添い70分
（内10分タッチアップ）
含む

追加約1分編集

メイク

ビーチ

挙式

挙式会場周辺

パーティー

タウンフォト

＋ ￥82,000

徒 歩にて移 動

散策しながら、
オシャレな想い出の写真を。

※【NF-7〜42】
プリエアルバム及びアンサンブルⅠ申込者は対象外となります。 ※【NF-8】
ホテル内撮影は、一部のホテル／レストランでは有料となります。
ワイキキ内ホテルであっても撮影できないホテルがございます。
またホテルの行事、
ホテルで行われるローカ

Professional Work

ルウエディング等の理由で、撮影できない事もありますので、予めご了承ください。 ※ザ・リッツカールトン・レジデンス・ワイキキビーチは、
ホテル側のポリシーにより撮影できません。 ※パブリックスペースや人通りの多い場所等は撮影が禁止されている場合があります。
※ホテル内撮影申請が受理された時点で、正式予約となります。
それまでは仮予約となります。 ※【NF-30】
ダ・ピンクハウスは、撮影場所の使用予約が必要なためリクエストベースとなります。 ※【NF-7・NF-42】
レセプション撮影を含むアルバム対象となります。
※【NF-10・NF-12・NF-23・NF-39】
ビーチ撮影を含むアルバム対象となります。 ※【NF-12】
オアフ東海岸ビーチ撮影指定はビーチでのイベントなど、
あるいは市の条例の急な変更により急遽販売中止になる可能性があります。オアフ東海岸ビーチ撮影指定は土
日祝日はお受けできません。 【NF-21】挙式前ワイキキタウンフォトは美容師の付き添い70分が含まれます。
また、挙式前のみの設定となり徒歩での移動で、撮影終了後は必ずお部屋に戻ります。美容師の付き添い70分の内10分は、
メイクのリタッチをお部屋で行

1

挙式当日の映像をスピーディーに編集

2

翌々日に現地ハワイでデータお渡し

いますが、
ヘアチェンジはしません。簡単なヘアチェンジを希望の場合はYM-29 あるいはYM-33を別途お申込ください。
また、宿泊ホテルの規制があり、
ワイキキ地区のみ対応可能となります。
（対象外ホテル：ザ・カハラ・ホテル＆リゾート、
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・
ワイキキ・ビーチ・リゾート、
イリカイ・ホテル＆ラグジュアリー・スイーツ、
プリンスワイキキ、
アラモアナ・ホテル、
ワイキキショアより西のホテル） ※ヘアメイクのスタート時間が7：10AM より早い場合は、
タウンフォトは一番最後
（挙式後あるいはレセプション後）
に設定しま

リゾートウエディング専 門のプロのムービーカメラマンが 撮 影し、当日と翌

感 動の挙 式を終えたその日のうちに編 集し、ハワイ滞 在 中にデータ
（ブルーレイ

式当日に設定することも可能です。お問い合わせください。
またスタート時間に制限があります。スタート時間は9:00AM〜5:45PM
（カメラマンとのミートはナオコハワイサロン）
また、施行日時は施行日の1ヶ月前までに決定をお願いします。 ※【NF-23】
ケイキビーチ

日の間に編 集 。挙 式の余 韻と感 動をそのままに編 集されたムービーは、
ド

ディスクあるいはU S B ）
をお渡しします。想い出をすぐに見ることができ、
さらに、

撮影はビーチでのイベントなど、
あるいは市の条例の急な変更により急遽販売中止になる可能性があります。 ※【NF-32】
ゲストのビーチフォトへの参加には、NT-3 列席送迎＋ビーチ撮影60分
（移動含め90分）
、新郎・新婦と一緒に撮影
（追加50カット＋列席ビー

ラマティック間 違いなし！

ご帰 国 後すぐのお披 露目パーティーにも間に合います。 ※NDN-1・12・17・34が対象

す。ただし、
その場合の美容師はヘアメイクと別の美容師になる可能性があります。 ※【NF-26】
エンゲージメントフォトはお客様の私服での撮影となり、徒歩での移動となります。基本は挙式の前後日で行いますが、挙式時間が午前早くあるいは午後遅くの場合は挙

チアテンド1名）
を含みます。 ※【NF-33】NF-32に対するリムジン1台の追加料金です。追加1名〜7名に付き1台、最大で2台まで追加可、
ゲスト合計21名までとなります。NF-32に含まれる列席アテンドはゲストが21名までで1名です。 ※【NF-32・33】近郊ビー
チのみ対象となりオアフ東海岸ビーチ、
ケイキビーチは対象外です。サンセット撮影も対象外です。 ※【NF-39】
ビーチ撮影を含むアルバムをお申込になることが条件です。アルバム掲載ページおよび撮影カット数はお申込のアルバムと同じ条件となります。 ★申
込期限／挙式日の30日前まで ★キャンセル規定／お申込のアルバムのキャンセル規定に準じます。
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