
表1

ハワイ
〈期間〉 2019年10月～2020年3月 撮影10日前までにお申込みください。

家族でハワイに

行ったら

写真を撮ろう！

ファミリーフォトプラン
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ホテルお出迎え
（約2時間半前）

打ち合わせ＆
衣裳合わせ
（約1時間）

ヘアメイク
（約1時間）

撮影
（約1時間）

ホテルへ
お送り

フォトプラン当日の流れ

1 3 5

2 4

撮影データ
（約100カット）は

最短翌々日夜〜
14日後までにお届け！

※データのお届け欄参照

同行者の撮影料は不要！ プランにより制限有

事前の来店打ち合わせ不要！
約5時間程で衣裳合わせなどの準備〜撮影まで全て完結！

お子様の衣裳も
サロンでレンタルできる！
お子様、同行者の衣裳持込無料！

豪華な衣裳を着て、
いつもと違う特別な
1日を過ごしたい！

結婚記念日の
思い出にしたい！

毎年行く
ハワイ旅行を
思い出に残したい！

結婚式が
できなかったから
ウェディングドレスが

着たい！

こんな方にオススメ！

アメリカンホリデーズなら

今、ハワイで

家族フォトをする人が

増えています！
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※画像は全てイメージです。

含まれるもの

レンタルタキシード＆
基本の小物付き

大人用
サッシュリボン

造花マイリレイ・
ククイレイ

お子様衣裳

州税

送迎

タキシードは黒の燕尾服又は
白の燕尾服。
［基本の小物の内容］
ベスト、シャツ、タイ、
ポケットチーフ、シューズ、
カフスセット

※�ドレスのウエスト部分につける長めのリボン ※靴と男の子のズボンはお持ちください

ホテル
（ワイキキ・アラモアナ地区）
⬇⬆ バン
サロン
⬇⬆ バン
撮影場所間

※�コンドミニアムタイプのホテルや民泊
にご宿泊の場合、送迎が出来かねる
場合がございますので、お問い合わ
せ下さい。

レンタルドレス＆
基本の小物付き

撮影用
小物レンタル

造花ハクレイ・
造花ブーケ＆
ブートニア レンタル

新婦ヘア＆メイク

お子様ヘアセット
（1名様分）

撮影データ
100カット

ドレスは基本プラン内で
約200着ご用意。
［基本の小物の内容］造花ヘッド
ピース又はティアラ、ショートベー
ル、一連パールネックレス＆一粒
パールイヤリング、パニエ、シューズ
又はサンダル

裏面データのお届け欄参照。

（1組） （1組）

ビーチ（アラモアナ・マジックアイランド）

約3時間45分

11：00/12：00/13：00/14：00/15：00/16：00
1日6組（ホテルお迎え約2時間30分前位）

※13時のみ撮影日1ヶ月前からご予約開始となります。

撮影の10日前まで

7日前より全額

月〜土 

日曜、祝祭日
（11/28・12/25・12/31・1/1）

レイウェディング

撮影場所

所要時間

撮影開始時間

お申し込み

変更＆キャンセル規定

手配可能日

手配不可日

催行サロン

お子様ヘアセット（1名様分）
※0〜9歳

お子様の衣裳（人数分）※0〜9歳

2

1

男の子はアロハ女の子は
　　ムームー

家族でわいわい楽しくハワイで記念のフォト♪

お子様はハワイらしいムームーと

アロハを着て撮影できる

お得なプランです。

嬉しい2つの特典 プランのご案内

※ お子様用の靴と男の子のズボンはついて
おりませんのでお持ち下さい。

アルバム“メケアロハ”付き

ベビーシッター（撮影時にお世話）

リムジングレードアップ

※�同行者が3歳以下のお子様のみの場合には必ずお付け下さい。※同行者に成人の方がいる場合不要
※�お子様1名分の手配のみとなります。お子様2人目以降はお客様ご自身でのお手配となります。

※�サロンから撮影場所間。※リムジン外観内観の撮影はリクエストベースとなります。

わいわいファミリーフォトプランオススメオプション

わいわいファミリー
フォトプラン

¥20,000

¥71,000 ¥101,000

¥34,000
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※画像は全てイメージです。

含まれるもの

レンタルタキシード＆
基本の小物付き

サッシュリボン
大人用＆子供用

造花マイリレイ・
ククイレイ

お子様衣裳

州税

送迎

タキシードは黒の燕尾服又は
白の燕尾服。
［基本の小物の内容］
ベスト、シャツ、タイ、
ポケットチーフ、シューズ

※�ドレスのウエスト部分につける長めのリボン ※靴はお持ちください

ホテル
（ワイキキ・アラモアナ・カハラ地区）
⬇⬆ バン
サロン
⬇⬆ リムジン
撮影場所間

※�カハラ地区は通常より15分お迎
え時間が早くなります。

※�コンドミニアムタイプのホテルや
民泊にご宿泊の場合、送迎が出
来かねる場合がございますの
で、お問い合わせ下さい。

レンタルドレス＆
基本の小物付き

撮影用
小物レンタル

造花ハクレイ・
造花ブーケ＆
ブートニア レンタル

新婦ヘア＆メイク

お子様ヘアセット
（1名様分）

撮影データ
100カット

ドレスは基本プラン内で
約200着ご用意。
［基本の小物の内容］造花ヘッド
ピース又はティアラ、ショートベー
ル、一連パールネックレス＆一粒
パールイヤリング、パニエ、シューズ
又はサンダル

裏面データのお届け欄参照。

¥89,000 ¥118,000
（1組） （1組）

ビーチ（アラモアナ・マジックアイランド）

約4時間

10：00/11：00/12：00/13：00/14：00/15：00/16：00
1日7組（ホテルお迎え約2時間45分前位）

※13時のみ撮影日1ヶ月前からご予約開始となります。

撮影の10日前まで

7日前より全額

月〜土 

日曜、祝祭日
（11/11・11/28・12/25・
1/1・1/20・2/17・3/26）

マサコフォーマルズ

撮影場所

所要時間

撮影開始時間

お申し込み

変更＆キャンセル規定

手配可能日

手配不可日

催行サロンお子様ヘアセット（1名様分）
※0〜11歳

リムジン送迎（サロン〜ビーチ間）

お子様の衣裳（人数分）※0〜11歳

3

2

1

男の子は白燕尾服
　　 又は白タキシード

女の子は
　　ドレス

家族そろって
ドレス＆タキシードで
豪華に記念写真を撮りませんか？
ハワイの特別な思い出に♪
移動をリムジンでゆったり豪華に！

豪華な3つの特典 プランのご案内

女の子はママとおそろいの
サッシュリボンもついてくる！

色はピンク・オレンジ・ネイビーの3種類

※リムジン外観・内観の撮影はリクエストベースとなります。

アルバム“アネラ”付き

ベビーシッター（撮影時にお世話）
※�同行者が3歳以下のお子様のみの場合には必ずお付け下さい。※同行者に成人の方がいる場合不要

おめかしファミリーフォトプランオススメオプション

おめかし ファミリーフォトプラン

¥36,000
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※画像は全てイメージです。

含まれるもの

レンタルタキシード＆
基本の小物付き

サッシュリボン

ビーチセレモニー

シルクレイ

造花マイリレイ・
ククイレイ

州税

黒の燕尾服と白の燕尾服と
ハワイアンスタイル（白）から選べる。
［基本の小物の内容］
ベスト、シャツ、タイ、
ポケットチーフ、シューズ

※�ドレスのウエスト部分に
つける長めのリボン

※�牧師様への謝礼と結婚証明書
（法的効力なし）が含まれます。

レンタルドレス＆
基本の小物付き

撮影用
小物レンタル

造花ハクレイ・
造花ブーケ＆
ブートニア レンタル

コーディネーター

新婦ヘア＆メイク

撮影データ
100カット

ドレスは基本プラン内で
約200着ご用意。
ホロク5号〜13号も選べる。
［基本の小物の内容］
造花ヘッドピース又はティアラ、
ショートベール、一連パールネック
レス＆一粒パールイヤリング、パニ
エ、シューズ又はサンダル

裏面データのお届け欄参照。

¥109,000 ¥138,000
（1組） （1組）

サロン（フラワーシャワー、カフェショット、4ブースショット）
ビーチ（アラモアナ・マジックアイランド）

約4時間20分

10：00/11：00/12：00/13：00/14：00/15：00/16：00
1日7組（ホテルお迎え約2時間45分前位）

※13時のみ撮影日1ヶ月前からご予約開始となります。

撮影の10日前まで
※1ヶ月前からはリクエスト

ベースとなります。

7日前より全額

月〜土 

日曜、祝祭日
（11/11・11/28・12/25・
1/1・1/20・2/17・3/26）

マサコフォーマルズ

撮影場所

所要時間

撮影開始時間

お申し込み

変更＆キャンセル規定

手配可能日

手配不可日

催行サロンサロン内撮影
（フラワーシャワー、カフェショット、4ブースショット）

衣裳はドレス、黒燕尾服・白燕尾服の他に
ホロク、ハワイアンスタイルを選べる

3

2

1

男性は
ハワイアンスタイル（白）女性はホロク

結婚記念日やご両親へのプレゼントに。
ビーチでのバウリニューアルセレモニーがついた
人気のフォトプランです。
ハワイのリピーターのお客様にもおすすめ！
※バウリニューアルとは”再び愛を誓い合う”セレモニーです。

豪華な3つの特典 プランのご案内

アルバム“アネラ”付き

アニバーサリー フォトプラン

アニバーサリーフォトプランオススメオプション

リムジングレードアップ
※�サロンから撮影場所間�※リムジン外観内観の撮影はリクエストベースとなります。

¥39,000

ビーチセレモニー
※�牧師様への謝礼と結婚証明書（法的効力なし）が含まれます。

送迎 ホテル
（ワイキキ・アラモアナ・カハラ地区） サロン 撮影場所間

バン
➡
⬅

バン
➡
⬅

※�カハラ地区は通常より15分お迎え時間が早くなります。
※�コンドミニアムタイプのホテルや民泊にご宿泊の場合、送迎が出来かね
る場合がございますので、お問い合わせ下さい。
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注意事項（重要ですので、必ずお読みください）
●撮影の10日前までにお申込みください。但し、1日の撮影組数が限定されている為、予約状況により承れな
い場合もございます。10日をきったご予約は、お電話又はFAX、お問い合わせフォームにてご連絡下さい。

●キャンセルの場合は当社営業時間内にご連絡をお願い致します。当社休業日、営業時間外にご連絡を頂い
た場合はキャンセル・変更等の手続きが出来かね、翌営業日扱いとなります。

　※キャンセル規定についてはプラン欄参照
●パンフレットに記載されている料金は、日本円表示のものは全て日本にてお申込み・お支払い、ドル表示のもの
は全て現地にてお申込み・お支払いとなります。尚ドル表示のものは全て別途州税（4.712％）がかかります。

●撮影ビーチ（及びビーチ内撮影場所）の選択は原則としてカメラマンの裁量となります。通常はマジックアイ
ランド、アラモアナビーチ等にて撮影します。現地事情等によりビーチでの撮影が出来ない場合、他の場所
での撮影、撮影日時の変更、中止を行う場合があります。	
※お客様による撮影場所の指定は承れません。※中止の判断はこちらでさせて頂きます。この場合、代金は
全額お返し致します。内容の変更に伴うご返金は致しかねます。尚お客様の事情によるキャンセルは、キャン
セル料が発生致しますのでご了承下さい。

●ホテル以外の送迎において発生したお手荷物についての紛失・盗難・置き引き等については当社および現
地催行会社では一切の責任を負いかねます。

●お客様の送迎区間：ホテル〜サロン〜撮影場所間（ホテルはワイキキ・アラモアナ地域対象。※アニバーサ
リーフォトプラン、おめかしファミリーフォトプランはカハラ地区も対象）	※現地事情によりホテル〜サロン間
の送迎は他のお客様と混載になる場合がございますので予めご了承下さい。

●撮影後のお送りをホテル以外（ショッピングセンター等）にも変更可能です。当日の打ち合わせ時にお申し
込み下さい。※追加料金不要…ワイキキ・アラモアナ地区対象。	※アニバーサリーフォトプラン、おめかし
ファミリーフォトプランはカハラ地区も対象

●ホテル以外の送迎において発生したお手荷物についての紛失・盗難・置き引き等については当社および
現地催行会社では一切の責任を負いかねます。

●お客様のご都合による変更や延長は追加代金がかかります。予めご了承ください。
●現地事情により、撮影場所・日時・商品内容・価格・適用条件が変更になる場合がございます。

●事前のご連絡なくホテルお迎え時間より10分以上遅れた場合、サービスの提供を致しかねます（返金不可）。
●ハワイにはチップの習慣がございます。料金にチップは含まれていません。	
（チップの目安：美容師、カメラマン、コーディネーター、ドライバー等それぞれに約$10〜$20）
●撮影当日の撮影コーディネーターは、ドライバーが兼ねる場合もございます。
●ドレスに大きく汚れ又は損傷を起こされた場合は、現地サロンにて弁償代を請求させて頂くことがございます。
●お客様が撮影場所に撮影機器（GoPro、ドローン含む）を持ち込み、撮影する場合は持ち込み料としてカメ
ラ＄20／ビデオカメラ＄40（現地払い・台数制限なし）を別途頂きます。尚、持ち込まれた機器による撮影
のお手伝い等は承っておりませんので、ご了承ください。	
※同行者が撮影場所に撮影機器を持ち込み頂く場合は持ち込み料はかかりません。

●サロンには貴重品をお預けいただける場所がございませんので、お持ちの際は貴重品は新郎様のポケット
に入る程度（撮影中も含め）の必要最低限にして頂きますようお願い致します。お持ち込み頂いた貴重品は
ご自身での管理をお願い致します。紛失、盗難、破損等については当社並びに現地催行会社では一切の責
任を負いかねます。

●お渡しするCD-Rやアルバム等に欠損・欠陥等があった場合は、当社が責任を持ってお取替え・お届けし、
それをもって補償の限度とさせて頂きます。お渡ししたデータの他者サービスでの使用において、弊社で
は各社及び各サービスの対応可否や仕様の確認は行っておりませんのでご了承ください。

●お申込みされたオプションのサービス提供がなされなかった場合、当社はお客様が支払われたオプション
代金相当の金額を限度として補償金を支払います。

●含まれる内容のものをご利用頂かない場合でも、返金はございません。
●このパンフレットの掲載写真は全てイメージになります。撮影内容を確約または保証するものではございま
せん。当日の状況により内容が異なる場合がございます。内容が異なった際のご返金は致しかねます。

●ビーチ等の屋外の撮影場所は公共の場所となり、一般の観光客の方や現地住民の方がいらっしゃいますた
め、お写真に写り込んでしまう可能性がございます。カメラマンは写り込まないよう最大限努力をさせてい
ただきますが、写り込んでしまう可能性がある旨、予めご了承下さいませ。

●プラン等へのご質問は下記電話にても承っております。

（株）アメリカンホリデーズ
TEL 03-5472-7323　 FAX 03-3436-3004

営業時間 月〜金／10：00〜18：00 
土／10：00〜17：00（日・祝日は休み）

www.american-holidays.jp
アメリカンホリデーズ 検索

スマホ専用サイトはこちら♪

american-holidays 検索

ハワイ ビーチフォト 検索

american_holidays 検索

お客様よりサロンへお電話を頂きます。
電話にて当日のスケジュール、オプション等の確認を行います。
※お電話を頂かなかった場合、ホテルのお部屋に留守電メッセージを
残させて頂きます。必ずご確認下さい。

※前日衣裳合わせをお申し込みの場合、ホノルル到着後（衣裳合わせ
開始30分前までに）お電話を頂きます。

同行者もご一緒に撮影が可能です。（わいわいファミリーフォトプランは何名様でも追加料金なし。�
アニバーサリーフォトプラン、おめかしファミリーフォトプランは6名様まで追加料金なし。�
7名以上は各プランにコーディネーター料金が必要となりますのでお問合せ下さい。）
同行者が３歳以下のお子様のみの場合は、必ずベビーシッターをお申込み下さい。
（料金はオプション欄参照）※成人の方の同行者がいる場合は不要。

ドロップボックスでのお渡し（無料／データのみ）又は
日本への郵送（$40／USBにて約2週間後お届け）わいわいファミリーフォトプラン

撮影翌々日夜お届け（無料／CD-R）又はドロップボックスでのお渡し（無料／
データのみ）又は日本への郵送（$50／USBにて約2週間後お届け）

アニバーサリーフォトプラン
おめかしファミリーフォトプラン

◦�プラン内レンタルドレスは各サイズ（わいわいファミリーフォトプランは日本サイズ5号から20号、アニバーサ
リーフォトプラン、おめかしファミリーフォトプランは5号から24号）合わせて合計約200着をご用意してい
ます。（各サイズに200着という意味ではございません。）
◦�プラン内レンタル男性衣裳はわいわいファミリーフォトプランはS～3Lサイズ、アニバーサリーフォトプラン、
おめかしファミリーフォトプランはS～5Lサイズをご用意しております。（黒の燕尾服又は白の燕尾服）

　��※衣裳のサイズが該当されない方は事前にお問い合わせください。グレードアップ、衣裳持ち込みをして頂く場合がございます。

◦下着のレンタル及び販売はございません。
◦ドレスは全てのデザインに全てのサイズのご用意はございません。
◦�掲載しているプランでは衣裳を日本で試着・予約する事は出来ません。現地にてお選び下さい。
◦�衣裳持ち込みの場合、持ち込み料として$130かかります。（衣裳関連小物のお持ち込みは無料）ドレスのみ
でもタキシードのみでも、両方でも$130（現地払い）。サロンの用意している衣裳にてサイズ対応が出来な
い方のみ衣裳持込料は無料です。（事前のサイズ表提出が必須となります）尚、衣裳持ち込みの場合でも、
プランに含まれる小物はご利用頂けます。

衣裳について 撮影用小物

アップグレードについて

前日 翌々日 夜〜14日後まで当日

ビーチでの撮影が出来ない場合、他の場所での撮影、撮影日時の変更、中止を行う場合があります。曇りや小雨の場合は決行となります。
※お客様による撮影場所の指定は承れません。�※中止の判断はこちらでさせて頂きます。この場合、代金は全額お返し致します。内容の変更に伴う返金は致しかねます。　尚お客様の事情によるキャンセルは、キャンセル料が発生致しますのでご了承下さい。

◦�送迎について：�
カップルの送迎車へ同乗する場合は、カップルと同じ時間に、同じ場所（カップル宿泊ホテル
等）へお越し下さい。
カップルの送迎バンには同行者3名様まで同乗可能です。4名様以上の場合は別途送迎
リムジンが必要です。

ホテルお迎え 衣裳合わせ ヘアメイク 撮影 ホテルへお送り
サロンスタッフがお
客様のご宿泊ホテル
へお迎え。

サロンにて打ち合わせ＆
衣裳合わせ。
※�前日衣裳合わせをお申し込
みの方は前日に行います。

サロンにて、
ヘアメイクスタート。

撮影場所へ移動し、
撮影スタート。
※�アニバーサリーフォト
プランはビーチセレ
モニーも含む。

撮影終了後、サロンへ�
戻りお着替え。�
その後ホテルへお送り。

わいわいファミリーフォトプランは14日
後までにダウンロードURLをメールにて
お送り致します。（ドロップボックス）
アニバーサリーフォトプラン・おめかし
ファミリーフォトプランは撮影翌々日夜ご
宿泊ホテルへデータをお届け致します。
※	データのお届け欄参照

フォトプロップスやガーランド等をご用意しています。現地にてお選び下さい。
撮影用小物を持ち込む場合、
持ち込み料はかかりません。
撮影用小物を持ち込む場合
◦�2種類まで：持ち込み料不要
◦3～4種類まで：$30（現地払い）
◦�５種類以上：お問い合わせ下さい。

※�持ち込みの数量が多く、撮影時間が延長してしまった場合は、延長料を請求させていただく場合がございます。また、車にのせ
ることができないサイズの物の持ち込みはご遠慮下さいませ。
※大きなもの（縦45cm・横50cm以内に収まらないもの）や危険物のお持ち込みは不可となります。

※別途送迎リムジンの料金・スケジュールはお問い合わせください。
※尚、幼児並びにベビーシッター、コーディネーターも1名として数えられます。

※画像は全てイメージです。

◦�撮影翌々日の夜に、ご宿泊ホテルのベルデスクまでお届けのため、お部屋でお待ち頂く必要はございません。（時間
の確約不可）
◦�お届けはワイキキ・アラモアナ・カハラ地区対象。その他の地区や、コンドミニアムタイプのホテルにご宿泊の場合は
郵送又はお客様サロンへの来店受け取りになります。
◦�撮影翌日又は翌々日がチェックアウト日で、滞在中にお渡しのデータをお受け取り出来ない場合は、ドロップボックス
でのお渡し…無料又は日本への郵送…$50（CD-Rにてお届け）となります。

★�画像共有サービス（ドロップボックス）
【手順】�①現地サロンよりお客様のメールアドレスに撮影データをダウンロード出来るURLをお送り
� ②URLをクリックしていただき、お客様ご自身にてダウンロード
※メールアドレスは現地サロンにてお伺いさせていただきます。※お渡しは撮影日から14日後までの間となります。
※ドロップボックスでの送付の場合、CD-R、USBのお渡しはございません。

スケジュールのご案内

ドレス・タキシード・小物について

同行者について データのお届けについて

雨の場合

ドレス・タキシード・小物は現地にて追加料金でグレードアップ可能です。（オプション欄参照）
尚、このパンフレットに掲載されている写真のドレス・タキシード・小物は、プラン内のドレス・タキシ－ド・小物と
は限りません。

■現地にてお申込み＆お支払い

わいわいファミリーフォトプラン アニバーサリーフォトプラン
おめかしファミリーフォトプラン

ドレスグレードアップ $200〜 $200〜 アップグレード分として約200着ご用意！�追加料金にて基本のドレスをグレードアップします。現地サロンにてお選び下さい。
タキシードグレードアップ $70〜 $100〜 プラン内の黒燕尾服又は白燕尾服をグレードアップ。ハーフパンツセットやグレーのモーニング・フロックコートなどご用意しています。
ドレスの小物のグレードアップ $10〜 $30〜 追加料金にて、基本の小物をグレードアップします。現地サロンにてお選び下さい。
撮影枚数追加 30カット $65 50カット $90 60カット $200 ※撮影前にサロンスタッフまでお申し付け下さい。�※美肌加工編集オプションをお申し込みの場合、料金はお問い合わせください。
カメラ持ち込み（GoPro、ドローン含む） $20 $20 同行者様がお持込の場合は無料。台数制限なし。カップル様によるビデオカメラの持ち込みは＄40。挙式中のビデオ撮影はお断りしております。

わいわいファミリーフォトプラン

アニバーサリーフォトプラン
おめかしファミリーフォトプラン

今、ハワイで

家族フォトをする人が

増えています！


