


Photographing
撮　影

Snap（スナップ）

＊挙　　　　   式　100カット前後　　20,000
＊披　   露 　  宴　180カット前後　　43,000
＊挙式  ～ 披露宴　250カット前後　　58,000
　※お支度終了後 ～ 送品まで

＊披　   露 　  宴　180カット前後　　43,000＊披　   露 　  宴　180カット前後　　43,000
＊挙式  ～ 披露宴　250カット前後　　58,000＊挙式  ～ 披露宴　250カット前後　　58,000
※お支度終了後 ～ 送品まで

＊挙　　　　   式　100カット前後　　20,000
＊披　   露 　  宴　180カット前後　　43,000＊披　   露 　  宴　180カット前後　　43,000
＊挙　　　　   式　100カット前後　　20,000＊挙　　　　   式　100カット前後　　20,000＊挙　　　　   式　100カット前後　　20,000
＊披　   露 　  宴　180カット前後　　43,000
＊挙式  ～ 披露宴　250カット前後　　58,000＊挙式  ～ 披露宴　250カット前後　　58,000＊挙式  ～ 披露宴　250カット前後　　58,000

＊挙　　　　   式　100カット前後　　20,000
Standard Plan
スタンダード

Special Plan
スペシャル

Location Photo
フォトウェディング

＊挙　　　　   式　150カット前後　　35,000
＊披　   露 　  宴　300カット前後　　53,000
＊挙式  ～ 披露宴　400カット前後　　77,000
※ご希望により事前にお打ち合わせを行います

　※メイクシーン～送品語のポートレートまで
　※小物などイメージカットの撮影
　※できましたら、お支度終了から挙式前にスナップタイムをお取り下さい（30分程度）

＊基　本　料　金　100カット　　25,000
　※基本料金 = 撮影 60分、移動時間を含め拘束 2時間とします
　※場所により、施設使用料が掛かります

Portrait（記念写真）
◇ 基本料金
＊1ポーズ　　　  （6ッ切 1枚、紙台紙 ）            14,500
＊2ポーズセット（6ッ切  各 1枚、レザー台紙 ）  22,000

◇ 基本料金
＊1ポーズ （6ッ切 1枚）　 9,500

◇ 焼増料金
＊6ッ切　　紙台紙　    4,000
＊8ッ切　　紙台紙　    3,000
＊キャビネ　台紙無し　 1,500

◇ レザー台紙
＊6ッ切　　2面 1,500　　　3面 2,000
＊8ッ切　　2面 1,000　　　3面 1,500

表示の金額に消費税が加算されます

Hair & Make
ヘアメイク

＊洋　装　　 　　　　　 35,000
＊琉　装（着付け含）　　48,000
＊和　装（着付け含）　　58,000
　※基本プランを挙式のみでご利用の際は挙式終了まで
　　披露宴・パーティーのみでご利用の際は入場まで対応致します。

基本プラン

＊洋　　装へ　　20,000
＊琉　　装へ　　30,000
＊和　　装へ　　40,000
　※お色直しプランは、基本プランをご利用の方が対象となります。
　　お引き上げまで対応致します。

Other

◇ 出張費（スタッフ 1名につき）
各プランには全て交通費が含まれます
那覇市近郊以外でのご利用には、別途出張費が掛かります
　例：読谷・糸満 ＝ 2,000　万座 ＝ 2,500　名護 ＝ 3,000　奥間 ＝ 4,500

◇ キャンセル料
ご利用当日より　　30日～20日前　　　　所定の金額の 30％
　　　　　　　　　19日～前日まで　　　  所定の金額の 50％
　　　　　　　　　当　日　　　　　　　　 所定の金額の 100％

撮影・ヘアメイク共通

お色直しプラン 追加お色直し（1点につき）
＊洋　　装へ　　10,000
＊琉　　装へ　　15,000
＊和　　装へ　　20,000

リハーサルヘアメイク
＊ヘアメイク　　　　　　　  15,000
＊追加ヘアー（1点につき）　　3,500
＊追加メイク（1点につき）　　3,500　

＊洋　装　　　　　　 　 19,500
＊琉　装（着付け含）　　24,000
＊和　装（着付け含）　　29,000
　※お支度時間 +移動（往復約 60分圏内）+撮影 1時間の拘束となります。 

ロケーションフォト

美容アテンド
＊挙式前後ビーチ撮影　　  4,000
＊パーティー　　　　　　12,000
※美容アテンドとは、基本プランのみご利用の方で、色直しなどはいらないけれど
　終了までケアをしてもらいたいという方にオススメです。

ゲストアイテム
＊ヘアーセット　　3,500
＊メイク　　　　　3,500
＊留袖着付け　　　6,000
＊訪問着着付け　　6,000
＊振り袖着付け　　8,500



Album
アルバム

糸綴じ上製本で見開き画像もセンターつなぎ目を気にせず
配置することが出来ます
カジュアルな印象のアルバムです

12ページ　　45,800　　  40,000　　  21,000
20 ページ　　50,500　　  42,000　　  23,000
28 ページ　　55,500　　  46,500　　  25,000　　

A4 サイズ　

 本体価格　 新規作成　  増　　刷　  同時増刷

12 ページ　　41,000　　  34,300　　  18,100
20 ページ　　45,800　　  38,000　　  20,000
28 ページ　　49,500　　  41,000　　  22,000　　

A4S サイズ　

画像入りハードカバーの本体を 同じ画像入りの巻きカバーで
仕上げた贅沢な写真集です
黒の専用スリーブケースにお名前を箔押し文字で入れることで
一層のオリジナリティーと高級感を演出しています

 本体価格　 新規作成　  増　　刷　  同時増刷
20ページ　　52,500　　  47,600　　  24,800
40 ページ　　56,200　　  51,500　　  27,600
60 ページ　　61,000　　  56,200　　  30,000　

A4SQ サイズ　

20 ページ　　46,700　　  42,000　　  22,000
40 ページ　　50,500　　  45,800　　  24,800
60 ページ　　55,000　　  50,500　　  27,000　

B5SQ サイズ　

オプションミニ（CDサイズ）増刷
20ページ　　36,500
40 ページ　　41,000
60 ページ　　44,800　

表紙素材は服地に使用する手触りの良いソフトカーフで
名前がゴールドの箔押し文字で入ります
専用のワンピースカートンケースにオリジナルの画像を入れ
ケースの中にはCD又はDVDを収納するスペースもあり
思い出を一つにまとめて残せます

 本体価格　 新規作成　  増　　刷　  同時増刷
20ページ　　57,200　　  52,400　　  38,000
40 ページ　　64,800　　  57,200　　  42,800
60 ページ　　75,200　　  65,800　　  49,500　

A4SQ サイズ　

20 ページ　　76,200　　  71,500　　  52,400
40 ページ　　84,800　　  76,200　　  57,200
60 ページ　　95,200　　  84,800　　  65,800　

30SQ サイズ　

オプションミニ（CDサイズ）増刷は Eternal の仕様にて承ります

短いページ、長いページ、折りたたんで連結する画像 このユニークさが見る人を飽きさせません
ページ表面をエンボスラミネート加工することにより 重厚な仕上げになっております
アルバムに使用した画像を収録したCDが付きます

20ページ　　81,000　　  71,500　　  61,900
30 ページ　 109,500　　100,000　　  90,500

 本体価格　    新規作成　   増　　刷　    同時増刷

1ページめ（扉）には
おふたりの写真が入った
クリスタルプレートが
埋め込まれています

布地を使用した表紙（A3SQサイズ） ページを開くと そこにはおふたりの大切な思い出が詰まっています

※アルバムサイズのSQ表記は正方形のアルバムです。
※挙式後 1週間以降は追加注文となり規定の増刷価格になります。
　増刷をご検討されている方はお早めにご注文下さいませ。
※A4タイプとSQタイプを同時にご注文の場合は
　それぞれの形に合わせてレイアウトをしますので新規の金額になります。
　ページ数の異なる場合も同様です。
※増刷はデータ保管の関係で 3ヶ月までとさせていただきます。
　それ以降は新規価格となりますのでご了承下さいませ。
※通常納期は 1ヶ月です。

※アルバム使用カットの選定・レイアウトの確認はご希望により承ります。
　この場合の納期は、通常納期より日数をいただきます。

◇アルバムご注文に際して（各種アルバム共通）



Album
アルバム

20ページ　 116,500　　  95,000　　  84,800
30 ページ　 138,500　　119,000　　103,900

 本体価格　   新規作成　    増　　刷　    同時増刷

中ページはボードタイプで重厚感があります ミニアルバムとCD
CDにはアルバム収録画像が入っています
ミニアルバムは写真集タイプの印刷となります

表紙アクリル抜き部分には画像が入ります

ミニアルバム（CDサイズ）セット
20ページ　 128,500　　 107,500　    95,200
30 ページ　 150,500　　 131,500　  114,300

オプションミニ（CDサイズ）増刷
20ページ　 14,300
30 ページ　 16,200

画像はミニアルバムセットプランです

記念写真の台紙に使う厚みのある高級マットを使用
更に 写真とマットに繋がりを持たせることにより
立体感のある今までにない新しいタイプの高級アルバムに仕上がっています
スナップにはアルバムに使用した画像を納めたCDも含まれています

20ページ　 128,500　　 104,800　　  95,500
28 ページ　 152,500　　 123,800　　114,500

 本体価格　   新規作成　     増　　刷　    同時増刷

最小  2 ポーズ　　28,500　　  21,900
最小 10 ポーズ     81,900　　  75,500
1 ポーズ追加毎　　 6,600

 　本体価格　 　　新規作成　   増　　刷　  　同時増刷
増刷価格より 2,500 引き

Portrait
記念写真

ミニアルバム（CDサイズ）セット
20ページ　 152,500　　 128,500　　 119,000
28 ページ　 181,000　　 147,600　　 138,000

オプションミニ（CDサイズ）増刷
20ページ　 33,300
28 ページ　 35,500

中ページにマット（中枠）を使用し 写真とマットに繋がりを持たせています

マットを使用していないページもクオリティーの高いプリントにより高級感があります

記念写真をはじめスナップからの増刷も出来ます

Snap
スナップ



Photo Wedding Plan
フォトウェディング

◇Basic Plan ･･･ 全て揃ったお得なプランです
新郎新婦衣裳一式
新婦ヘアメイク・着付け・アテンド
スナップ撮影（100カットデータCD）
写真集（A4S 18,6cm × 26.3cmサイズ 12 ㌻）

◇Myself Plan ･･･ お手持ちの衣裳で撮影をご希望の方へ
新婦ヘアメイク・着付け・アテンド
スナップ撮影（100カットデータCD）
写真集（A4S 18,6cm × 26.3cmサイズ 12 ㌻）

※Basic Plan は衣裳により追加料金が発生します。
※撮影場所により 出張費・施設使用料がかかります。
　事前にご確認下さいませ。
※琉装および和装プランのヘアースタイルは洋髪となります。
　かつらをご希望の方は別途追加料金にてご対応させていただきます。

◇フォトウェディング基本プラン ご利用に際して

 上記 基本プランご利用条件に併せてご確認下さい。
※宮古島プランには本島からのスタッフ出張費が含まれ、料金には割引運賃を適用しております。
　撮影時期または、お申し込みのタイミングにより出張費に追加料金が発生する場合がございます。
※宮古島プランお申し込み後、お内金のご入金をいただきましてから出張用航空券の手配をいたしますので
　なるべくお早めにご入金をお願い致します。
※航空券手配後のプランキャンセル（撮影日の 1ヶ月以上前）につきまして、 航空券キャンセルに伴う
　手数料を差し引いてのご返金となりますのでご了承下さいませ。
　撮影日のご変更に伴う航空便変更に掛かる手数料なども同様といたします。
　撮影日の 1ヶ月前より通常のキャンセル料金が発生いたします。
　

◇宮古島プラン ご利用に際して

＊洋　　装
　Basic Plan ･･･  89,000～
　Myself Plan ･･ 49,000～

＊琉　　装
　Basic Plan ･･･110,000～
　Myself Plan ･･ 55,000～

＊和　　装
　Basic Plan ･･･130,000～
　Myself Plan ･･ 65,000～

本島基本プラン
＊洋　　装
　Basic Plan ･･･ 165,000～
　Myself Plan ･･125,000～

＊琉　　装
　Basic Plan ･･･ 180,000～
　Myself Plan ･･130,000～

＊和　　装
　Basic Plan ･･･ 202,000～
　Myself Plan ･･140,000～

宮古島基本プラン オプション
＊お色直し ･･･ 60,000
  色直し衣裳（ドレス）一式
  ヘアメイクチェンジ・着付け
  スナップ撮影（50カット）

＊ヘアメイクチェンジ
                      15,000

基本プラン
プラン内容

Photo Wedding Plan
フォトウェディング

◇Basic Plan ･･･ 全て揃ったお得なプランです
プラン内容

＊洋　　装
  Basic Plan ･･･ 188,000～
  Myself Plan ･･145,000～

プラン基本料金（南部）

新郎新婦衣裳一式
新婦ヘアメイク・着付け・アテンド
スナップ撮影（200カットデータCD）
写真集（A4S 18,6cm × 26.3cmサイズ 12 ㌻）
ヘアメイク 1スタイル追加（ご希望により）
ロケ専用車両
お支度後 車にてご案内致します

◇Myself Plan ･･･ お手持ちの衣裳で撮影をご希望の方へ
新婦ヘアメイク・着付け・アテンド
スナップ撮影（200カットデータCD）
写真集（A4S 18,6cm × 26.3cmサイズ 12 ㌻）
ヘアメイク 1スタイル追加（ご希望により）
ロケ専用車両
お支度後 車にてご案内致します

エリア別追加料金

オプション
＊色直しドレス ･･･  28,000

※琉装プランの新婦ヘアースタイルは洋髪となります。
　からじ結い（カンプー付け毛）をご希望の方は別途追加料金にてご対応させていただきます。
※撮影場所によっては 施設使用料・入場料がかかる場合がございます。
　使用許可申請に時間のかかる場合もありますのでお早めにお申し込みくださいませ。
※One-day プランは専用のロケ車輌を使用し、ご宿泊場所に関わらずどこでもお支度・お色直しができます。
※ご希望の撮影ポイントが隣り合わせたエリアの場合、追加料金は遠いエリアの金額とさせていただきます。
※撮影ポイントが離れていても可能ですが、移動距離によっては撮影ポイントが少なくなる場合もございます。
　料金は別途お見積もりいたします。
※サンセット・夜景などの撮影をご希望の場合は、撮影終了時刻に合わせて開始するスケジュールとなりますが 
　受付時刻の限られている施設をご希望される場合は、予定より早めにスタートさせていただく場合もございます。
　この場合は延長料が発生しますのでご了承くださいませ。

◇フォトウェディング 本島One-day プラン ご利用に際して

本島One-day Plan

＊琉　　装
  Basic Plan ･･･  220,000～

＊洋装 + 琉装
  Basic Plan   ･･･  270,000～
  Myself Plan※・･  230,000～

北　　部１ ･･･ 20,000（本部半島・東村・名護市北部）
北　　部２ ･･・15,000（名護市南部・恩納村・宜野座市・うるま市北部）

中　　部１ ･･･ 10,000（読谷村・北谷・宜野湾・沖縄市・中城）
中　　部２ ･･・15,000（沖縄市・うるま市南東部）

南　　部　 ･･･ 　　  0（糸満市・那覇市近郊）

※琉装はプランに含まれます
　洋装のみお持ち込みとなります



Photo Wedding Plan
フォトウェディング

◇Basic Plan ･･･ 全て揃ったお得なプランです
プラン内容

＊洋　　装
　Basic Plan   ･･･  230,000～
　Myself Plan   ･･ 190,000～

＊琉　　装
　Basic Plan   ･･･  250,000～

＊洋装 + 琉装
　Basic Plan   ･･･  300,000～
　Myself Plan※・･  260,000～

プラン基本料金（南部）

新郎新婦衣裳一式
新婦ヘアメイク・着付け・アテンド
スナップ撮影（200カットデータCD）
写真集（A4S 18,6cm × 26.3cmサイズ 12 ㌻）
ヘアメイク 1スタイル追加（ご希望により）
お支度後 車にてご案内致します
本島～宮古島 出張費

◇Myself Plan ･･･ お手持ちの衣裳で撮影をご希望の方へ
新婦ヘアメイク・着付け・アテンド
スナップ撮影（200カットデータCD）
写真集（A4S 18,6cm × 26.3cmサイズ 12 ㌻）
ヘアメイク 1スタイル追加（ご希望により）
お支度後 車にてご案内致します
本島～宮古島 出張費

オプション
＊色直しドレス ･･･  28,000

宮古島One-day Plan

※琉装はプランに含まれます
　洋装のみお持ち込みとなります

※琉装プランの新婦ヘアースタイルは洋髪となります。
　からじ結い（カンプー付け毛）をご希望の方は、別途追加料金にてご対応させていただきます。
※撮影場所によっては 施設使用料・入場料がかかる場合がございます。
　使用許可申請に時間のかかる場合もありますのでお早めにお申し込みくださいませ。
※サンセット・夜景などの撮影をご希望の場合は、撮影終了時刻に合わせて開始するスケジュールとなりますが 
　受付時刻の限られている施設をご希望される場合は、予定より早めにスタートさせていただく場合もございます。
　この場合は延長料が発生しますのでご了承くださいませ。
※宮古島プランには、本島からのスタッフ出張費が含まれ、料金には割引運賃を適用しております。
　撮影時期または、お申し込みのタイミングにより出張費に追加料金が発生する場合がございます。
※宮古島プランお申し込み後、お内金のご入金をいただきましてから出張用航空券の手配をいたしますので
　なるべくお早めにご入金をお願い致します。
※航空券手配後のプランキャンセル（撮影日の 1ヶ月以上前）につきましては、航空券キャンセルに伴う
　手数料を差し引いてのご返金となりますのでご了承下さいませ。
　撮影日のご変更に伴う航空便変更に掛かる手数料なども同様といたします。
　撮影日の 1ヶ月前より通常のキャンセル料金が発生いたします。

◇フォトウェディング 宮古島One-day プラン ご利用に際して

ロケーションフォトにおける
天候による対応

※予備日料金につきましては、スタッフ確保のため撮影日に施工させていただいた場合でもご返金ができません。
　予めご承知おき下さいませ。

ロケーションフォトにおいて、天候による判断基準を下記の通りとさせていただきます。
基本的に晴天・曇天以外に関しましては、ご相談のうえ、おふたりにご判断・決定をいただいております。
ご予約日以外も確実に押さえたい方は、予備日※（撮影希望日の前後 1～2日）の設定をお薦めいたします。
予備日は￥25,000/ 日（撮影のみ￥12,000）の追加料金となります。
宮古島プランにて急な日程変更につきましては、撮影日変更に伴う航空便変更などにかかる出張費追加料金
が発生いたします。

希望日・予備日ともに雨天の時
＊ご宿泊ホテルなど館内撮影または雨の様子によってビーチにて撮影決行
＊上記どちらもご希望されずに、お待ち合わせ時間前に中止の決定をされた場合は
　ご入金いただいております全額を返金いたします。

曇天の場合

＊基本的に雨天以外は撮影可能としておりますので、キャンセルの場合はキャンセル料が発生いたします。
＊万一、お支度開始後に中止の判断をされた場合は、手数料として￥10,000 をいただいております。
　お申し込み金をいただいている場合は、差額をご返金いたします。
＊撮影日当日にご連絡がとれない場合は、直接お待ち合わせ場所にうかがいます。
　その時点でキャンセルされた場合、￥3,000 の手数料と出張費が掛かる場合は、出張費全額を申し受けます。
＊撮影途中の天候急変により途中で中止とした場合は、進行過程により一部ご返金させていただきます。

初日に天候不順の中で撮影をされた場合

＊念のため、希望日・予備日を含め初日に撮影をし、翌日に天候が回復した場合はご希望により撮影可能です。

撮影日の延期
＊天候不良による撮影日の延期（ご滞在中）につきましては、誠に申し訳ありませんが当方のスケジュールにより
　ご希望どおりにならない場合がございます。
　予備日にて日程を押さえていただくと安心かと思います。

沖縄は熱帯性の気候ということもあり、天気予報どおりにならない場合や地域によって天候が違う場合があり
ご宿泊場所と撮影場所で天候が異なることもあります。
撮影当日、天候が心配な場合は早めに連絡をとりあい、対応させていただきますのでご安心下さいませ。


