The Terrace By The Sea

=SPECIAL PRICE=

ザ・テラス バイ・ザ・シー

¥385,000

最大積上金額：¥545,400 最大 ¥160,400 OFF!

JTB 九州ウエディングプラザ＆デスク限定

Ayakaʼ s Selection

◆対象挙式期間：2017 年 1 月 3 日〜2017 年 6 月 30 日まで
◆申込期間：2016 年８月 6 日〜2016 年 12 月 31 日まで

JTB ウエディングプラザ福岡プランナー 西山綾香 2016 年 6 月 8 日挙式
実際に The Terrace By The Sea で挙式をしたプランナーが魅力的なプランをセレクト！

- プランに含まれる内容 基本挙式 ¥268,000
1. チャペル使用料

ウエディングドレス ¥86,400
タキシード ¥21,600

2. 牧師への謝礼

3. 音楽奏者・シンガーへの謝礼

お衣裳 ¥32,400 分

4. 結婚証明書（法的な効力はありません）
5. 式次第

1 月〜3 月挙式限定特典

6. ナウパカサンドセレモニー

アップグレード

7. 日本人専任アテンダントサービス ( 3 名 )
8. チャペル装花（生花） 9. 生花ブーケ＆ブートニア

ドレス ¥21,600 分

10. リムジンによる新郎新婦様の送迎
11. プライベートブライズルーム

サイズオーダー・ハンズフリー・国内レンタル・ハワイ現地レンタル
の 4 つの方法からお選びいただけます

12. ダイヤモンドヘッドフォトショット

タキシード ¥10,800 分

※TAKAMI BRIDAL の衣裳をご利用の場合に限ります

（ポートフォリオ入り）
13. 全パーティオーシャンビュー

新婦様ヘア＆メイク ¥39,000

14. ファーストアニバーサリーディナーチケット（2 名様）
15. レンタルリングピロー
16. レンタルウェルカムボード

安心の日本人スタッフによるヘアメイクを確約

Light Album
カウイチャペル

ナウパカチャペル

洗練された光り輝く白亜のチャペル。

エレガントな空間で純白の花嫁をより美しく引き立てます。

挙式時間：

8:30 / 10:00 / 11:30 / 13:00

古来より「聖なる木」と呼ばれるコアウッドが施されたチャペル。
ハワイ伝統のアットホームな雰囲気がお二人を祝福いたします。

挙式時間：

9:00 / 10:30 / 12:00 / 13:30

収容人数：

60 名

/ 14:30 / 16:00 / 17:30 / 19:00
収容人数：

40 名

バージンロード：

10m

天井高：

¥98,000

8m

/ 15:00 / 16:30 / 18:00 / 19:30
バージンロード：

12m

天井高：

8m

人気 No.1 を誇る La-vie Factory による撮影 20P/20C/50D

TAKAMI BRIDAL がご提案する豊富なラインアップより
運命の一着を。
※TAKAMI BRIDAL または提携店でお衣裳ご契約時のみ

お問い合わせ先

The Terrace By The Sea で挙式をしたプランナーがセレクトした！

魅力的なオプションプランもご用意！

Location Plan

ロケーションプラン

Modern Book A4-20
20P/50C/250D 差額 ¥180,000

¥245,000

通常価格 ¥262,000

ロケーション撮影近郊１ヶ所
¥82,000
ビーチ or パーク or ワイキキタウンより
1 ヶ所お選びください

+¥4,000 で
マジックアワー撮影に
アップグレード
可能！

¥17,000 OFF

一番人気のアルバム Modern Book と
ロケーション撮影がお得に！
+4,000 円でマジックアワー撮影に
アップグレードすることも可能です

Beauty Plan

ビューティプラン

¥114,000
or
¥82,000

通常価格 ¥126,000

¥12,000 OFF

通常価格 ¥94,000

¥12,000 OFF

当日と同じ日本人美容師が
リハーサルメイクも担当するので安心！
挙式・ロケーション撮影の同行で涙や汗のタッチアップも

新婦様現地リハーサルメイク
¥35,000

クィーンズビューティプラン
差額 ¥91,000

プリンセスビューティプラン
差額 ¥59,000

OR

挙式当日と同じヘアメイクが担当
日本人を確約しているので
細かなニュアンスも伝えることができ安心！

挙式前にロケーション撮影へ行かれる方限定 !
朝のお支度からロケーション撮影、挙式まで

主に挙式周りをケア
涙や汗も同行ヘアメイクが

ヘアメイクが付き添います

タッチアップ

常に綺麗なお写真を残せます

Party Plan

パーティプラン

¥125,000

通常価格 ¥130,000

お食事 6 名様分
コース：Grace of Aloha
¥114,000

イチゴのホールケーキ
[10 名様分 ]
¥16,000

¥5,000 OFF

お料理は The Terrace By The Sea 自慢の

First Bite

ハワイ リージョナル キュイジーヌ
ハワイの食材をフレンチベースにアレンジ
ゲストからも絶対に満足していただける逸品

追加 1 名様分 ¥19,000

▽注意事項
※新規でお申し込みされる方が対象となります。※挙式をお申し込みの店舗にてご旅行 ( 募集
型企画旅行・受注型企画旅行・または手配旅行 ) をお申し込みいただくことが条件となります
・挙式取消料【挙式の前日から起算】
*30 日目〜16 日目にあたる日：挙式パッケージ代金の 20% 相当額
*15 日目〜2 日目にあたる日：挙式パッケージ代金の 50% 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
・オプション商品取消料【挙式の前日から起算】
《ビューティ・フォト・ムービー・エンターテイメント・ギフト・サービス・送迎》
特に記載の無い場合は、人数・個数・内容・利用日・時間の変更も含みます
*30 日目〜16 日目：オプション代金の 20%
*15 日目〜5 日目：オプション代金の 50%
*4 日目〜当日：オプション代金の 100%
《フラワー・料飲》
*15 日目〜5 日目：オプション代金の 50%
*4 日目〜当日：オプション代金の 100%
・TAKAMI BRIDAL 又は衣裳提携店以外のお衣裳をお持込される場合は
別途 ドレス ¥35,000 タキシード ¥15,000 頂戴致します
またパッケージに含まれるお衣裳代金と 1〜3 月挙式の成約特典は権利放棄となります

