
2021年1月1日～2021年12月31日2021年1月1日～2021年12月31日2021年1月1日～2021年12月31日2021年1月1日～2021年12月31日

販売価格 ¥438,000

①式場装飾と施設使用料 ⑦リングピロー（レンタル）
②セレモニーマスター ⑧フラワーシャワー（4名様分）

⑨挙式会場までの送迎
④コーディネーター(日本人） ⑩ウェディングケーキ（新郎新婦様）
⑤挙式証明書（法的効力なし） ⑪シャンパン（1本）
⑥ブーケ＆ブートニア（造花） ⑫タヒチアン・カヌー乗船（挙式後）

販売価格 ¥678,000
上記基本挙式プランに以下が追加になります
⑬新郎レンタル衣裳プラン *新郎衣裳40,000円分が含まれます（超過分は差額をお支払いいただきます）

⑭新婦レンタル衣裳プラン *新婦衣裳100,000円分が含まれます（超過分は差額をお支払いいただきます）　

⑮新婦ヘア＆メイク　（日本人スタッフ）
⑯ケリーフォトブック（CUTE)　　　　　　　 *20ページ20カット　データ30カット付

新婦レンタル衣裳プラン

新郎レンタル衣裳プラン

新婦衣裳お持込み料

新郎衣裳お持込み料

新婦ヘア＆メイク（日本人スタッフ）

新郎ヘアスタイリング(日本人スタッフ）

新郎メイク（日本人スタッフ）

リハーサルヘア＆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

生花ブーケ＆ブートニア　ラウンド

生花ブーケ＆ブートニア　キャスケード

生花ヘッドピース

生花ハクレイ（花冠）

ウェディングDVD又はブルーレイ

ダイジェスト

※1月～3月適用

※1月～3月適用

写真セレクト

※1月～3月適用 　

追加フォトツアー 

追加フォトツアー
（ツパイ島遊覧＆上陸）

・到着日または移動日の挙式はお受けできません

・セントレジス・ボラボラ・リゾートに3泊以上ご宿泊限定の挙式となります

・カヌーの乗船は、雨天の際は中止になります

・新郎新婦様、ご参列者様による写真またはビデオ撮影はご遠慮ください

・フォトグラファー、ビデオグラファーのお持込はお断りしております

・お客様ご自身で衣裳をご用意される場合は、お持込み料がかかります　（新婦：35,000円、新郎：15,000円）

・衣裳をお持込み（新郎新婦いずれかまたは両方）される場合、衣裳込みプランは適用されません　基本挙式プランに必要なオプションをご追加ください

【 挙 式 時 間 】 1日2組　10:00　/　15:00

【 挙 式 不 可 日 】 12/24・25・31、1/1・2・14、現地祝祭日、ホテルの特別行事日

【 立 地 】 ザ・セントレジス・ボラボラ・リゾート内　（SPA前ビーチ）

【 冷 房 設 備 】 なし

【 式 中 の 言 葉 】 フランス語

挙式日の前日から起算して28日前から22日前まで・・・代金の20％

挙式日の前日から起算して21日前から15日前まで・・・代金の50％

挙式日の前日から起算して14日前から3日前まで・・・代金の70％

挙式日の前日から起算して2日前から挙式当日まで・・・代金の100％     

アルバム特急仕上げ

¥30,000

写真データ先渡し

¥5,000

ザ・セントレジス・ボラボラ・リゾート　（SPAビーチ挙式）ザ・セントレジス・ボラボラ・リゾート　（SPAビーチ挙式）ザ・セントレジス・ボラボラ・リゾート　（SPAビーチ挙式）ザ・セントレジス・ボラボラ・リゾート　（SPAビーチ挙式）

基本挙式プラン基本挙式プラン基本挙式プラン基本挙式プラン

③式中の音楽　（タヒチアンダンサーとタヒチアン音楽）

オプションオプションオプションオプション

衣裳衣裳衣裳衣裳

小物、靴含む　※レンタル衣裳単品でお申込みいただくことはできません　必ず、新婦ヘア＆メイクと一緒にお申込みください
※差額のお支払でアップグレードが可能です

お客様ご自身で衣裳をご用意される場合は、お持込み料がかかります

衣裳込みプラン衣裳込みプラン衣裳込みプラン衣裳込みプラン

販売価格

￥100,000～

挙式催行挙式催行挙式催行挙式催行

※新婦ヘア＆メイクのお申込みが必要です

デコルテから手にかけてボディメイクをいたします　※新婦ヘア＆メイクのお申込みが必要です

挙式～乾杯までの撮影を行います （約15分～20分編集/メニューなし）
DVD又はブルーレイのどちらかお選びいただけます

フラワーフラワーフラワーフラワー

挙式会場データ挙式会場データ挙式会場データ挙式会場データ

ヘッドピースをその場でお付け替えいたします　※新婦へア＆メイクのお申込みが必用です

キャンセル規定（挙式・オプション共通）キャンセル規定（挙式・オプション共通）キャンセル規定（挙式・オプション共通）キャンセル規定（挙式・オプション共通）

アルバムに使用する写真をご自身で選定したいお客様はお申し込みください
画像のレイアウトはアルバム制作会社がおこないます

※4月～12月適用
アルバムをお申込みの場合で、予め写真データをご入用の場合はお申し込みください
ご帰国後約2週間で日本のご自宅にお届けいたします

アルバムをお申し込みの方の追加アップグレード　追加50カット
※お部屋でのお支度から挙式後、リゾート内での撮影を行います
※アルバムに掲載されるカット数は変わりません

DVDDVDDVDDVD

ハードカバー　化粧箱入り

ハードカバー　プラスティックケース入り

注意事項注意事項注意事項注意事項

髪型をその場でスタイルチェンジいたします　※新婦へア＆メイクのお申込みが必用です

※4月～12月適用
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

ウェディングDVDまたはブルーレイ特急仕上げ

¥30,000

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　データ30カット付

¥10,000
ブーケに合わせたお花でご用意いたします

¥15,000

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いただけます

※新婦ヘア＆メイクのお申込みが必要です

※新婦ヘア＆メイクのお申込みが必要です

備考

¥58,000

¥5,000

アルバムをお申し込みの方の追加アップグレード　追加50カット
※お部屋でのお支度から挙式後、リゾート内での撮影、ツパイ島遊覧＆上陸しての撮影をを行います
※アルバムに掲載されるカット数は変わりません

※挙式～乾杯迄の撮影を行います　※ご帰国後、約2ヶ月後のお届けとなります（日本渡し）　※アルバムの写真選定およびレイアウトにつきましては、アルバム制作会社がおこないます

小物、靴含む　※レンタル衣裳単品でお申込みいただくことはできません　必ず、新婦ヘア＆メイクと一緒にお申込みください
※差額のお支払でアップグレードが可能です

￥40,000～

¥35,000

美容美容美容美容

※リクエストベース　（スケジュールによりお受けできない場合がございますので、お問い合わせください）
※新婦ヘア＆メイクのお申込みが必要です

ウェディングＤＶＤ又はブルーレイお申込みのお客様対象　約5分に編集

※日本で編集し、ご帰国後、約2ヶ月後のお届けとなります　※DVD又はブルーレイの編集は、映像制作会社がおこないます

※4月～12月適用
ＤＶＤ又はブルーレイ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

¥15,000

¥25,000
ホワイト・トロピカルよりお選びいただけます

¥30,000

¥15,000

¥8,000

¥39,000

¥1,500

¥8,000

¥5,000

¥238,000

ケリーフォトブック(DLX)

¥160,000

¥38,000

¥35,000

ケリーフォトブック(CUTE) ¥128,000

ケリーフォトブック(STD) ¥198,000

追加フォトツアー（ツパイ島遊覧＆上陸）は、天候やヘリコプターのメンテナンス等によりツパイ島遊覧が催行中止になる場合がございます　催行中止となった場合は、「追加フォトツアー（ツパイ島遊覧＆上陸）」代金から「追
加フォトツアー」代金を差し引いた￥378,000を日本へご帰国後にご返金いたします

ケリーフォトブック(LUXURY）

A4サイズ　12ページ　約30カット　データ60カット付

サイズ21.6×21.6ｃｍ　20ページ　20カット　データ30カット付

ハードカバー　ワンピースカートンケース入り

ケリーフォトブック(PREMIUM） ¥308,000
サイズ29.0×23.0ｃｍ　20ページ　約30カット　データ60カット付　

ハードカバー　化粧箱入り

ケリーフォトブック(SUP)

¥278,000
サイズ26.6×26.6ｃｍ　20ページ　約30カット　データ60カット付　

¥258,000
サイズ26.6×26.6ｃｍ　20ページ　約30カット　データ60カット付

アルバムアルバムアルバムアルバム ¥35,000

¥15,000

¥10,000

¥50,000

¥428,000



2021年1月1日～2021年12月31日2021年1月1日～2021年12月31日2021年1月1日～2021年12月31日2021年1月1日～2021年12月31日

販売価格 ¥348,000

①式場装飾と施設使用料 ⑦リングピロー（レンタル）
②セレモニーマスター ⑧フラワーシャワー（4名様分）

⑨挙式会場までの送迎
④コーディネーター(日本人） ⑩ウェディングケーキ（新郎新婦様）
⑤挙式証明書（法的効力なし） ⑪シャンパン（1本）
⑥ブーケ＆ブートニア（造花） ⑫タヒチアン・カヌー乗船（挙式後）

販売価格 ¥588,000
上記基本挙式プランに以下が追加になります
⑬新郎レンタル衣裳プラン *新郎衣裳40,000円分が含まれます（超過分は差額をお支払いいただきます）

⑭新婦レンタル衣裳プラン *新婦衣裳100,000円分が含まれます（超過分は差額をお支払いいただきます）　

⑮新婦ヘア＆メイク　（日本人スタッフ）
⑯ケリーフォトブック（CUTE)　　　　　　　 *20ページ20カット　データ30カット付

新婦レンタル衣裳プラン

新郎レンタル衣裳プラン

新婦衣裳お持込み料

新郎衣裳お持込み料

新婦ヘア＆メイク（日本人スタッフ）

新郎ヘアスタイリング(日本人スタッフ）

新郎メイク（日本人スタッフ）

リハーサルヘア＆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

生花ブーケ＆ブートニア　ラウンド

生花ブーケ＆ブートニア　キャスケード

生花ヘッドピース

生花ハクレイ（花冠）

ウェディングDVD又はブルーレイ

ダイジェスト

※1月～3月適用

※1月～3月適用

写真セレクト

※1月～3月適用 　

追加フォトツアー 

追加フォトツアー
（ツパイ島遊覧＆上陸）

・到着日または移動日の挙式はお受けできません

・セントレジス・ボラボラ・リゾートに3泊以上ご宿泊限定の挙式となります

・カヌーの乗船は、雨天の際は中止になります

・新郎新婦様、ご参列者様による写真またはビデオ撮影はご遠慮ください

・フォトグラファー、ビデオグラファーのお持込はお断りしております

・お客様ご自身で衣裳をご用意される場合は、お持込み料がかかります　（新婦：35,000円、新郎：15,000円）

・衣裳をお持込み（新郎新婦いずれかまたは両方）される場合、衣裳込みプランは適用されません　基本挙式プランに必要なオプションをご追加ください

【 挙 式 時 間 】 1日2組　10:00　/　15:00

【 挙 式 不 可 日 】 12/24・25・31、1/1・2・14、現地祝祭日、ホテルの特別行事日

【 立 地 】 ザ・セントレジス・ボラボラ・リゾート内（メインビーチ）

【 冷 房 設 備 】 なし

【 式 中 の 言 葉 】 フランス語

挙式日の前日から起算して28日前から22日前まで・・・代金の20％

挙式日の前日から起算して21日前から15日前まで・・・代金の50％

挙式日の前日から起算して14日前から3日前まで・・・代金の70％

挙式日の前日から起算して2日前から挙式当日まで・・・代金の100％     

DVDDVDDVDDVD

挙式～乾杯までの撮影を行います （約15分～20分編集/メニューなし）
DVD又はブルーレイのどちらかお選びいただけます

※4月～12月適用
ＤＶＤ又はブルーレイ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

美容美容美容美容

※日本で編集し、ご帰国後、約2ヶ月後のお届けとなります　※DVD又はブルーレイの編集は、映像制作会社がおこないます

※新婦ヘア＆メイクのお申込みが必要です

※リクエストベース　（スケジュールによりお受けできない場合がございますので、お問い合わせください）
※新婦ヘア＆メイクのお申込みが必要です

¥1,500

¥8,000

¥5,000

ザ・セントレジス・ボラボラ・リゾート　（メインビーチ挙式）ザ・セントレジス・ボラボラ・リゾート　（メインビーチ挙式）ザ・セントレジス・ボラボラ・リゾート　（メインビーチ挙式）ザ・セントレジス・ボラボラ・リゾート　（メインビーチ挙式）

③式中の音楽　（タヒチアンダンサーとタヒチアン音楽）

基本挙式プラン基本挙式プラン基本挙式プラン基本挙式プラン

¥8,000

¥39,000

お客様ご自身で衣裳をご用意される場合は、お持込み料がかかります

オプションオプションオプションオプション

衣裳衣裳衣裳衣裳

小物、靴含む　※レンタル衣裳単品でお申込みいただくことはできません　必ず、新婦ヘア＆メイクと一緒にお申込みください
※差額のお支払でアップグレードが可能です

小物、靴含む　※レンタル衣裳単品でお申込みいただくことはできません　必ず、新婦ヘア＆メイクと一緒にお申込みください
※差額のお支払でアップグレードが可能です

備考

¥15,000

挙式催行挙式催行挙式催行挙式催行

挙式会場データ挙式会場データ挙式会場データ挙式会場データ

キャンセル規定（挙式・オプション共通）キャンセル規定（挙式・オプション共通）キャンセル規定（挙式・オプション共通）キャンセル規定（挙式・オプション共通）

※4月～12月適用
アルバムをお申込みの場合で、予め写真データをご入用の場合はお申し込みください
ご帰国後約2週間で日本のご自宅にお届けいたします

アルバムをお申し込みの方の追加アップグレード　追加50カット
※お部屋でのお支度から挙式後、リゾート内での撮影を行います
※アルバムに掲載されるカット数は変わりません

アルバムをお申し込みの方の追加アップグレード　追加50カット
※お部屋でのお支度から挙式後、リゾート内での撮影、ツパイ島遊覧＆上陸しての撮影をを行います
※アルバムに掲載されるカット数は変わりません

アルバムアルバムアルバムアルバム ※4月～12月適用
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

¥30,000

A4サイズ　12ページ　約30カット　データ60カット付

ハードカバー　化粧箱入り

※新婦ヘア＆メイクのお申込みが必要です

¥15,000

¥25,000
ホワイト・トロピカルよりお選びいただけます

¥30,000

注意事項注意事項注意事項注意事項

※新婦ヘア＆メイクのお申込みが必要です

デコルテから手にかけてボディメイクをいたします　※新婦ヘア＆メイクのお申込みが必要です

フラワーフラワーフラワーフラワー

※挙式～乾杯迄の撮影を行います　※ご帰国後、約2ヶ月後のお届けとなります（日本渡し）　※アルバムの写真選定およびレイアウトにつきましては、アルバム制作会社がおこないます

A4サイズ　12ページ　約30カット　データ30カット付

ハードカバー　プラスティックケース入り

ヘッドピースをその場でお付け替えいたします　※新婦へア＆メイクのお申込みが必用です

髪型をその場でスタイルチェンジいたします　※新婦へア＆メイクのお申込みが必用です

衣裳込みプラン衣裳込みプラン衣裳込みプラン衣裳込みプラン

販売価格

￥100,000～

￥40,000～

¥35,000

¥5,000

¥58,000

¥10,000
ブーケに合わせたお花でご用意いたします

¥15,000

¥160,000

¥38,000

¥35,000

ウェディングＤＶＤ又はブルーレイお申込みのお客様対象　約5分に編集

ケリーフォトブック(CUTE) ¥128,000
サイズ21.6×21.6ｃｍ　20ページ　20カット　データ30カット付

プラスティックケース入り

ウェディングDVDまたはブルーレイ特急仕上げ

¥30,000

ケリーフォトブック(STD) ¥198,000

ケリーフォトブック(SUP) ¥238,000

¥428,000

ケリーフォトブック(DLX) ¥258,000

写真データ先渡し

¥5,000

アルバム特急仕上げ

サイズ26.6×26.6ｃｍ　20ページ　約30カット　データ60カット付

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いただけます

ケリーフォトブック(LUXURY） ¥278,000
サイズ26.6×26.6ｃｍ　20ページ　約30カット　データ60カット付　

ハードカバー　ワンピースカートンケース入り

アルバムに使用する写真をご自身で選定したいお客様はお申し込みください
画像のレイアウトはアルバム制作会社がおこないます

追加フォトツアー（ツパイ島遊覧＆上陸）は、天候やヘリコプターのメンテナンス等によりツパイ島遊覧が催行中止になる場合がございます　催行中止となった場合は、「追加フォトツアー（ツパイ島遊覧＆上陸）」代金から「追
加フォトツアー」代金を差し引いた￥378,000を日本へご帰国後にご返金いたします

ケリーフォトブック(PREMIUM） ¥308,000
サイズ29.0×23.0ｃｍ　20ページ　約30カット　データ60カット付　

ハードカバー　化粧箱入り

¥35,000

¥15,000

¥10,000

¥50,000


