ハワイ

JTB ウエディング

挙式パッケージ

対象挙式期間／2019年1月3日〜2019年6月30日 お申込期間／2018年7月13日〜2018年9月13日

ハウテラス・ウエディング アット・ハレクラニ

Hau Terrace Wedding at Halekulani

¥625,000

挙式時間 : 9:00 / 11:00

-Basic Plan に含まれるもの-

-プランに含まれるもの-

¥418,000

（

ドレス＆タキシード

新婦様ヘア＆メイク

¥ 108,000

¥43,000

ドレス ¥86,400分
タキシード ¥21,600分

（

Basic Plan

日本人美容師を確約！

Casual Book
¥98,000
14ページ/ 14カット / 50データ

1. ハウテラス & ラナイ使用料

2. 牧師への謝礼

3. 音楽奏者への謝礼

4. 結婚証明書（法的な効力はありません） 5. 式次第
6. カヴェヘヴェヘサンドセレモニー
7. 日本人専任アテンダントサービス

8. 会場装花 ( 造花 )

9. 生花ブーケ＆ブートニア - あじさいのクラッチ 10. ファーストアニバーサリーレストランチケット
11. レンタルリングピロー
12. ハレクラニ ホテル内撮影 ( 約 30 分 )

- 早期申込特典 -

270 日前特典

180 日前特典

ドレスアップグレード

ドレスアップグレード

¥32,400 !!

■注意事項■

¥21,600 !!

お問い合わせ・お申し込み

挙式取消料金【挙式の前日から起算】

*40日〜16日前にあたる日：挙式パッケージ代金の50％相当額
*15日〜2日前にあたる日：挙式パッケージ代金の75％相当額

*挙式日の前日以降：挙式パッケージ代金の100％相当額

※本挙式パッケージは、2018年7月13日〜9月13日の期間に挙式をご予約の場合にお申込みいただけます。
但し、7月13日以前に挙式をご予約されている場合は、本挙式パッケージのお申込みが可能です。

※申込期間終了後に挙式日または挙式時間の変更は可能ですが、申込時の挙式パッケージの挙式料金及び条件が適用となります。
※挙式のみのお申込みはお受けできません。挙式地で1日以上自由行動日のあるご旅行
（募集型企画旅行、受注型企画旅行または手配旅行）と一緒にお申込みください

※本挙式パッケージに含まれるものについて、他挙式アイテムへの変更および現金化、返金はお断り申しあげます
※挙式はご旅行中の自由行動日にお申込みください

※本挙式パッケージは2019年1月1日〜6月30日の期間に実施される挙式及び諸条件を掲載しています

※本挙式パッケージの旅行契約形態はお客様と販売店の手配旅行契約となり、株式会社JTBは販売店の手配代行者となります
※お申し込みの際には、運行事業者のプライスリストおよび挙式約款を必ずお受取りのうえご確認ください

※TAKAMI BRIDAL 又は衣裳提携店以外のお衣裳をお持ち込みの場合は一着につきドレス¥50,000 タキシード¥20,000を
別途頂戴いたします ※すべての画像はイメージです

※運行事業者:モチーフ イベントデザイン リゾート(現地法人)

■当パッケージにご旅行は含まれません。
ご旅行は当店にてお申し込みください。

ハワイ

挙式パッケージ

JTB ウエディング

対象挙式期間／2019年1月3日〜2019年6月30日 お申込期間／2018年7月13日〜2018年9月13日

ハウテラス ラナイウエディング

Hau Terrace Lanai Wedding

¥795,000
挙式時間 : 10:00 ( 月曜〜木曜限定 )
-プランに含まれるものドレス＆タキシード

新婦様ヘア＆メイク

Casual Book

¥ 108,000

¥43,000

¥98,000

（

ドレス ¥86,400分
タキシード ¥21,600分

（

Basic Plan
¥616,000

-Basic Plan に含まれるもの-

- 早期申込特典 -

日本人美容師を確約！

1. ハウテラス & ラナイ使用料

14ページ/ 14カット / 50データ

2. 牧師への謝礼

3. 音楽奏者への謝礼

4. 結婚証明書（法的な効力はありません） 5. 式次第
6. カヴェヘヴェヘサンドセレモニー
7. 日本人専任アテンダントサービス

8. 会場装花 ( 造花 )

9. 生花ブーケ＆ブートニア - あじさいのクラッチ 10. ファーストアニバーサリーレストランチケット
11. レンタルリングピロー
12. ハレクラニ ホテル内撮影 ( 約 30 分 )
13. ハウテラス ランチパッケージ 8 名様分

- 早期申込特典 -

270 日前特典

180 日前特典

ドレスアップグレード

ドレスアップグレード

¥32,400 !!

■注意事項■

¥21,600 !!

お問い合わせ・お申し込み

挙式取消料金【挙式の前日から起算】

*40日〜16日前にあたる日：挙式パッケージ代金の50％相当額
*15日〜2日前にあたる日：挙式パッケージ代金の75％相当額

*挙式日の前日以降：挙式パッケージ代金の100％相当額

※本挙式パッケージは、2018年7月13日〜9月13日の期間に挙式をご予約の場合にお申込みいただけます。
但し、7月13日以前に挙式をご予約されている場合は、本挙式パッケージのお申込みが可能です。

※申込期間終了後に挙式日または挙式時間の変更は可能ですが、申込時の挙式パッケージの挙式料金及び条件が適用となります。
※挙式のみのお申込みはお受けできません。挙式地で1日以上自由行動日のあるご旅行
（募集型企画旅行、受注型企画旅行または手配旅行）と一緒にお申込みください

※本挙式パッケージに含まれるものについて、他挙式アイテムへの変更および現金化、返金はお断り申しあげます
※挙式はご旅行中の自由行動日にお申込みください

※本挙式パッケージは2019年1月1日〜6月30日の期間に実施される挙式及び諸条件を掲載しています

※本挙式パッケージの旅行契約形態はお客様と販売店の手配旅行契約となり、株式会社JTBは販売店の手配代行者となります
※お申し込みの際には、運行事業者のプライスリストおよび挙式約款を必ずお受取りのうえご確認ください

※TAKAMI BRIDAL 又は衣裳提携店以外のお衣裳をお持ち込みの場合は一着につきドレス¥50,000 タキシード¥20,000を
別途頂戴いたします

※すべての画像はイメージです

※運行事業者:オーシャンインベストメント(現地法人)

■当パッケージにご旅行は含まれません。
ご旅行は当店にてお申し込みください。

ハワイ

挙式パッケージ

JTB ウエディング

対象挙式期間／2019年1月3日〜2019年6月30日 お申込期間／2018年7月13日〜2018年9月13日

ガーデン コートヤードウエディング

Garden Courtyard Wedding

¥815,000
挙式時間 : 10:00

-Basic Plan に含まれるもの-

-プランに含まれるもの-

¥646,000

（

ドレス＆タキシード

新婦様ヘア＆メイク

Casual Book

¥ 108,000

¥43,000

¥98,000

ドレス ¥86,400分
タキシード ¥21,600分

（

Basic Plan

日本人美容師を確約！

14ページ/ 14カット / 50データ

1. ガーデンコートヤード使用料

2. 牧師への謝礼

3. 音楽奏者への謝礼

4. 結婚証明書（法的な効力はありません） 5. 式次第
6. カヴェヘヴェヘサンドセレモニー
7. 日本人専任アテンダントサービス

8. 会場装花 ( 造花 )

9. 生花ブーケ＆ブートニア - あじさいのクラッチ 10. ファーストアニバーサリーレストランチケット

Basic Plan

¥646,000

11. レンタルリングピロー

¥98,000

12. ハレクラニ ホテル内撮影 ( 約 30 分 )
13. ラ・メール ランチパーティパッケージ 8 名様分

- 早期申込特典 -

- JTB限定特典 -

270 日前特典
ドレスアップグレード

180 日前特典

オリジナル撮影小物付き !!

ドレスアップグレード

¥32,400 !!

¥21,600 !!

■注意事項■

お問い合わせ・お申し込み

挙式取消料金【挙式の前日から起算】

*40日〜16日前にあたる日：挙式パッケージ代金の50％相当額
*15日〜2日前にあたる日：挙式パッケージ代金の75％相当額

*挙式日の前日以降：挙式パッケージ代金の100％相当額

※本挙式パッケージは、2018年7月13日〜9月13日の期間に挙式をご予約の場合にお申込みいただけます。
但し、7月13日以前に挙式をご予約されている場合は、本挙式パッケージのお申込みが可能です。

※申込期間終了後に挙式日または挙式時間の変更は可能ですが、申込時の挙式パッケージの挙式料金及び条件が適用となります。
※挙式のみのお申込みはお受けできません。挙式地で1日以上自由行動日のあるご旅行
（募集型企画旅行、受注型企画旅行または手配旅行）と一緒にお申込みください

※本挙式パッケージに含まれるものについて、他挙式アイテムへの変更および現金化、返金はお断り申しあげます
※挙式はご旅行中の自由行動日にお申込みください

※本挙式パッケージは2019年1月1日〜6月30日の期間に実施される挙式及び諸条件を掲載しています

※本挙式パッケージの旅行契約形態はお客様と販売店の手配旅行契約となり、株式会社JTBは販売店の手配代行者となります
※お申し込みの際には、運行事業者のプライスリストおよび挙式約款を必ずお受取りのうえご確認ください

※TAKAMI BRIDAL 又は衣裳提携店以外のお衣裳をお持ち込みの場合は一着につきドレス¥50,000 タキシード¥20,000を
別途頂戴いたします

※すべての画像はイメージです

※運行事業者:オーシャンインベストメント(現地法人)

■当パッケージにご旅行は含まれません。
ご旅行は当店にてお申し込みください。

