MEMORIAL

アルバム＆写真＆ムービー

挙式の感動をそのままに

ALBUM＆PHOTO

アルバムと写真
■料金は全て税抜価格です。

セレモニーとビーチフォ
トなどの写真撮影に素敵
なアルバムとWEBサービ
スがセットになった人気
のアイテムです。

写真撮影範囲：セレモニー+挙式周辺写真

●Brunoブルーノ
￥77,000
16ページ/16カット/納品約20枚

フォトセレクトWebサービス
おすすめ
POINT!

「おふたりのお気に入りの写真の一部を選んでアルバムに！」
「専用Webでセレクトできるので自宅でゆっくり選べる」

◎表紙：1デザイン1色
◎写真サイズ
125mm x 175mm
◎アルバムサイズ
H232mm x W240mm

●Feuilleフィーユ
￥96,000
24ページ/40カット/納品約60枚

●Feuilleフィーユ
￥128,000
32ページ/60カット/納品約80枚
◎表紙：1デザイン1色
◎アルバムサイズ
H250mm x W250㎜
◎オリジナルケース付き

フォトセレクトWebサービス
おすすめ
POINT!

「おふたりのお気に入りの写真の一部を選んでアルバムに！」
「専用Webでセレクトできるので自宅でゆっくり選べる」

●Cherishチェリッシュ
￥140,000
24ページ/40カット/納品約150枚

●Cherishチェリッシュ
￥160,000
32ページ/60カット/納品約150枚

レイアウトWebサービス
おすすめ
POINT!

◎表紙：1デザイン3色
(ブラック、ホワイト、パープル)より選択
◎アルバムサイズ
H250mm x W250㎜
◎オリジナルケース付き

「ロケーションの素敵なお気に入りの写真を大きくレイアウト」
「おふたりだけのオリジナルアルバムに！」

～洋書をデザインしたかわいらしいアルバム～
表紙はピンク・グリーン・ホワイトの3色から選べます！
ラミネート加工（光沢またはマット）

PHOTODATA

写真データ

■撮影データのみ
納品約20枚
納品約150枚

¥77,000
¥140,000

OTHERS その他オプション

おふたりから
大切なご家族の皆さまに
素敵なお写真で
感謝の気持ちを伝えます。

Kizunaフォリオ
・2面
・3面
・2冊セット（2面）
・2冊セット（3面）

¥16,000
¥19,000
¥30,000
¥30,000
◎写真サイズ
H203mm x W254mm
◎アルバムサイズ
H280mm x W280mm

※当社アルバム商品をお申し込みの方対象（撮影データのみ対象外）
※レイアウトWebサービス、フォトセレクトWebサービスをお申込みの方は
写真をセレクトできます。

アルバムプレゼントパック

¥63,000

ミニアルバム2冊セット
※ミニアルバムセットはお申込みのアルバムと同じ内容(表紙、中レイアウト等含む)となります。

レイアウトWebサービス

¥20,000

お二人のご希望の写真でレイアウトできるようWebで事前に確認・セレクトができます。
対象アルバム：フィーユ、ブルーノ

美肌加工
・全データ（新婦）
・全データ（カップル）
・アルバム収納分（40カット以内）
・アルバム収納分（50カット以上）

¥37,000
¥47,000
¥24,000
¥33,000

「全データ」とはデータディスクに収納されている画像を、全データ美肌修正します。
「アルバム収納分」はアルバムに収納されるカップルの画像を、美肌に修正します。
※フォトセレクトWebサービス・レイアウトWebお申込の方対象。

Before

After

雨天保障

¥20,000

150枚以上の撮影データが含まれるアルバムをお申込みの方対象
雨天・台風などの際ビーチ撮影が当日出来なかった場合、ご希望に応じて
ご滞在中または1年以内に改めて屋外で再撮影をおこなうことが出来ます。

追加パーティ撮影
・納品約30枚

¥22,000

パーティ開始より約30分

・納品約60枚

¥44,000

パーティ開始より約60分

・納品約120枚

¥66,000

パーティ開始より約120分※進行セレモニー、余興有の方が対象です。

注意事項
フォトセレクトWebサービスに関して
■アルバムに掲載するお写真を最大8割まで指定できるサービスです。全カットの指定
はできません。詳細については別途お渡しする案内書面をご参照ください。
■ユーザー登録時にお送りするメールに記載の「利用規約」を必ずお読みください。
■写真のセレクト期間は挙式日から45日間となります。セレクト期間延長ご希望の場合
は、フォトセレクトシステム上でご自身にて延長ボタンをクリックいただきます。セレ
クト期間を過ぎてしまった場合は、弊社にて代行で終了させていただき、アルバム製作
に入らせていただきます。フォトセレクト完了後の内容変更は承れません。
■フォトセレクトWebサービスは挙式後6ヶ月間ログインいただけます。
■フォトセレクトシステム上で「一時保存」されたセレクト内容は、期限を過ぎ代行終
了させていただいた場合でも、セレクト結果を保存しておりますので、アルバムに反映
させていただきます。

レイアウトWebサービスに関して
■弊社で予め作成したテンプレート(枠)に対してお写真を配置、変更できるサービスで
す。ページの入替や枠の変更はできません。詳細については別途お渡しする案内書面を
ご参照ください。
■ユーザー登録時にお送りするメールに記載の「利用規約」を必ずお読みください。
■レイアウト変更期間は挙式日から60日間となります。レイアウト変更期間延長ご希望
の場合は、システム上でご自身にて延長ボタンをクリックください。レイアウト期間を
過ぎてしまった場合は、アルバム製作に入らせていただきます。
レイアウト完了後の内容変更は承れません。
■レイアウトWebサービスは挙式後６カ月間ログインいただけます。
■レイアウトが「一時保存」のみで「完了」されず終了もしくは期限を過ぎた場合、当
社おまかせのレイアウトでアルバム製作となります。
■美肌加工お申込みでフォトセレクト・レイアウトサービスが選択期限を過ぎ、代行終了
となる場合は、美肌カウンセリングシート上のチェック4項目を全て「はい」にて編集
させていただきます。

ムービー撮影

MOVIE

■料金は全て税抜価格です。

挙式前の緊張、誓いの瞬間、
笑顔が集うパーティ。
最高のウェディングシーン
の記憶を映像で残します。

Shooting Scene Image
撮影シーンイメージ

メイクシーン

セレモニーシーン

挙式周辺シーン※

パーティシーン

※ビーチ撮影のシーンも含まれます

シネマティックメモリー（約3分～約5分）
≪ポイント≫
・一眼レフカメラによる表現力豊かな映像
・BGMに合わせたダイナミックな編集
・できあがった映像はWeb上でダウンロードも可能
≪撮影範囲≫

メイクシーン

セレモニーシーン

¥138,000
納品：Blue-ray Disc
納期：挙式後約３０日

挙式周辺シーン

【注意事項】
※映像に使用するBGMは約20曲からセレクト頂けます。
※Webダウンロードは版権フリー楽曲を選択の上、レイアウト・フォトセレクト
Webサービスのお申込みが必要となります。
※DVD納品をご希望の場合は事前のお申し出が必要となります。

セレモニームービー（約20分）
≪ポイント≫
・当日の挙式シーン収録した記録ムービー
≪撮影範囲≫

セレモニーシーン

¥98,000
納品：Blue-ray Disc
納期：挙式後約３０日

挙式周辺シーン

【注意事項】
※DVD納品をご希望の場合は事前にお申出が必要となります。
※編集時間は目安となります。

OTHERS その他オプション
パーティーシーン撮影※セレモニームービーをお申込みの方限定
挙式後のパーティシーンを撮影します。

・パーティ開始より約30分撮影

¥35,000

※編集時間約5分追加

約60分撮影

¥55,000

※編集時間約5～10分追加

約120分撮影

¥85,000

※編集時間約10分～20分追加

ダイジェスト編集（約3分～約５分）

¥45,000

セレモニームービーをダイジェスト版として編集。
できあがった映像はWeb上でダウンロードが可能。
※対象：セレモニームービーお申込みの方
※Webダウンロードは、レイアウト・フォトセレクトWebサービスのお申込みが
必要となります。

ムービー美肌

¥40,000

ムービー中のお二人の肌をより柔らかく、美しく編集します。
シネマティックメモリー（Blu-ray）をお申し込みの方限定商品となります。
Webダウンロードをお申込みの方はダウンロードは美肌後の動画となります。

注意事項
■アルバム商品は、レイアウトWebサービス・フォトセレクトWebサービス
ご利用無しの場合、挙式後約45日で、ムービー商品は、挙式後約30日で事前
に指定された日本国内の場所へのお届けとなります。
（送料込み。一部商品を除く。）
また、日本国内以外のお届けには別途送料をお申受けいたします。

■現地お渡し設定のある商品は、お客様のご都合により現地にてお受取
いただけない場合は日本国内のご指定の住所に有料にてお送りいたします。

■写真・ムービーの出荷データは挙式後6ヶ月間当社にて保管しております。

■天候等の諸事情により当社の判断で撮影を中止、または撮影場所を変更
（屋内等）する場合がございます。 撮影が中止となった場合は、当該商品の
代金分を返金にて対応させていただきます。 取消料はかかりません。但し、
撮影が挙式プランに含まれている場合は返金いたしかねます。

■教会、ホテル、ビーチ、公園など公共の場所での挙式、撮影は状況により
多くの人で混雑する場合もございます。映像商品にもこれら一般の方が
写りこむ場合がありますので予めご了承ください。

■各商品の仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

■写真データ・アルバム・ムービー商品は全て弊社のフォト／
ビデオグラファー／エディターまたはデザイナーの裁量による撮影、
選択/編集とさせていただきますので予めご了承ください。

■追加撮影をパーティ後に行う場合（一部商品を除く）、または挙式と
パーティの時間があく場合には、別途送迎者の延長料がかかります。
また、一部商品によってはフォトグラファーの待機時間がかかります。

■追加アルバム・追加ミニアルバムはお申込みのアルバムと同じ内容
（表紙、中身タイプ等含む）となります（一部商品を除く）。
別仕様をご希望の場合は有料となります。また、追加アルバム・
追加ミニアルバム・フォリオ・ポートレートはアルバム商品本体と同送
となります。アルバム商品本体と別の場所へのお届をご希望の場合は、
別途送料をお申受けいたします。

■2種類以上の異なったアルバムをお申込みの場合は、写真が重複するこ
とがございます（フォリオ等を含みます）。

■お渡しするデータディスクに収録されるJPEG（ジェイペグ）画像データは、
意図せぬ事象（一例：虫や動物の不適切な写り込み、被写体の目つぶり等）
から、適切な編集、削除等を行った後のものとなります。
編集とは、選別／色調整／修正／削除等を行うことを指しますが、
それらは編集者の裁量による仕上げとさせていただきます。
編集前あるいは出荷品以外のデータの追加等は出来ませんので
予めご了承下さい。

■追加写真撮影に関する共通注意事項
(挙式プランに含まれる追加写真撮影も含む）
※追加写真撮影は、挙式プランに付随するオプションとなります。
また、アルバム商品(撮影データのみは不可）をお申込みの方対象となります
（一部お申込みアルバムが限定されている追加写真撮影もございます。
アルバム収納カット数自体は増えません）撮影場所はご指定いただけません。
※追加写真撮影にはカップル分の送迎が含まれます。
※各プランの所要時間は、撮影開始時間から撮影場所出発までの目安の時間
となります（追加パーティ撮影は除きます）。交通事情、お申込みオプショ
ン等により、異なることもございます。

■追加写真・ムービー撮影、または挙式プランに含まれる写真撮影は
挙式スケジュールによって挙式前の撮影になることもございます。
また、撮影場所はご指定いただけません。

■ムービー商品の映像音声には当社の予期せぬ理由により雑音、騒音、
ノイズ等が記録される場合があります。また、ムービー商品のダイジェスト
編集（一部商品を除く）はBGMをベースとしている為、映像音声は
含まれません。予めご了承ください。

■ムービー商品のコピーは、お申込みいただいたムービーと同一内容になり
ます。コピーは事前にお申込みください。撮影終了後のお申込みは代金が
異なる場合や保管期間終了後につきお受けできないことがございます。
■ムービー商品は、納品形態を「DVD」と「Blu-ray Disc」の2種から
選択いただけます。（一部の商品を除く）
○DVD： SDTV/480i動画をDVD-Video方式でDVD-Rディスクに記録した
製品です。HDTV（ハイビジョン）方式の製品ではありません。
○Blu-ray Disc：HDTV（ハイビジョン）／1080i／1080p映像を
Blu-ray Discに記録した製品です。
視聴にはBlu-ray Discプレイヤーが必要になります。
※SDTV：旧地上波アナログ放送で使用されていた方式
※HDTV：地上デジタル/BSデジタル放送等で使用されている方式
※「DVD」でお申込みされた場合、挙式後に「Blu-ray Disc」商品に変更
することは出来ませんのでご了承ください。
※ムービー編集前素材データは、いかなる場合も出荷いたしません。

■写真／ムービー撮影への個別リクエスト（コンテ指定等）については、
ご購入された挙式パッケージ／オプション撮影の催行時間範囲内に
実行可能なもので、かつ事前に画像データまたは紙資料とともに
明示いただいた場合に、写真4カット(相当)迄を承ることが可能です。
時間延長や人員、機材追加が必要となるリクエストにつきましては、
別途お見積りとなりますのでご了承ください。
また、リクエストの締切は、各種手配の都合上、挙式30日前までとさせて
いただきます。撮影当日のリクエストには十分な対応ができない場合が
あります。5カット以上をリクエストされる場合は、各種延長料とともに
都度お見積りとなりますので別途お問い合わせください。
当社はお客様のご希望に沿う最善の努力をいたしますが、諸条件によって
対応出来ない場合もございますので予めご了承下さい。
（含：特定のキャラクターなど他社権利や各種法令に触れる場合、および
サンセットなど天候や自然気象に左右されるもの）

■追加オプションとして設定のあるデータ加工以外の修正をご希望の場合は、
別途費用が発生いたします。詳しくは映像カスタマーサービスまで
お問い合わせください。

