
CREATIVE STUDIO
PRICE LIST

適用撮影期間　2023年1~12月





お客様の思い、こだわりを引き出し、枠にとらわれずもっと自由な発想で、

お客様の思いをカタチにするチーム。

クリエイティブなチームがクリエイティブな発想で

クリエイティブな写真をお届けいたします。

Make your story with CREATIVE



OKINAWA I SLAND
——　沖縄本島フォトプラン　——

自然と歴史が溢れる非日常な南国リゾート
ふたりの大切な思い出をより鮮やかに

ビーチフォト チャペル＆ビーチフォト

アクアルーチェ・チャペル アクアグレイス・チャペル
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[           ]プランに
含まれる内容

レンタルドレス 1着 レンタルタキシード 1着
衣裳レンタル小物一式 新婦様ヘアセット＆メイク

撮影データ約８０枚造花ブーケ＆ブートニア

レンタルドレス 1着 レンタルタキシード 1着
衣裳レンタル小物一式 新婦様ヘアセット＆メイク

撮影データ約１５０枚造花ブーケ＆ブートニア

※土日祝は税込￥22,000追加となります。
基本チャペル：セントアンドリュースチャペル

¥11,000(税込)

※土日祝は税込￥22,000追加となります。

平日 ¥78,000 (税込 ¥85,800)

デイ＆サンセットタイムビーチフォト

平日 ¥128,000 (税込 ¥140,800)

プランに
含まれる内容[           ]

チャペル
アップグレード ¥55,000(税込)チャペル

アップグレード

[           ]プランに
含まれる内容

衣裳レンタル小物一式

撮影データ約１５０枚

レンタルタキシード 1着

新婦様ヘアセット＆メイク

レンタルドレス 1着

造花ブーケ＆ブートニア

平日 ¥118,000 (税込 ¥129,800)
※土日祝は税込￥22,000追加となります。



OKINAWA I SLAND

スタジオ和洋装フォト

レンタルタキシード 1着

衣裳レンタル小物一式

レンタルドレス 1着

新婦様ヘアセット＆メイク
造花ブーケ＆ブートニア
撮影データ２枚

レンタル和装一着（新郎新婦）

スタジオ和装フォト

スタジオ琉装フォト

スタジオ洋装フォト

PAGE  4

ビーチ＆スタジオ和洋装フォト

プランに
含まれる内容

レンタルドレス 1着 レンタルタキシード 1着
衣裳レンタル小物一式 新婦様ヘアセット＆メイク

撮影データ約２００枚造花ブーケ＆ブートニア

※土日祝は税込￥22,000追加となります。
基本チャペル：セントアンドリュースチャペル

チャペル＆ビーチ＆ 1 ロケーションフォト

平日 ¥158,000~ (税込 ¥173,800)

[           ]

私服ビーチフォト

※土日祝は税込￥22,000追加となります。

[           ]プランに
含まれる内容

平日 ¥30,000 (税込 ¥33,000)

全データ約５０枚（未編集）
※約５日後に専用WEBより
　ダウンロード可能

サンセットビーチフォト

[           ]プランに
含まれる内容

衣裳レンタル小物一式

撮影データ約８０枚

レンタルタキシード 1着

新婦様ヘアセット＆メイク

レンタルドレス 1着

造花ブーケ＆ブートニア

平日 ¥88,000 (税込 ¥96,800)

チャペル＆ビーチ和洋装フォト

※土日祝は税込￥22,000追加となります。
基本チャペル：セントアンドリュースチャペル

平日 ¥209,000 (税込 ¥229,900)

平日 ¥33,000 (税込 ¥36,300)

平日 ¥43,000 (税込 ¥47,300)

平日 ¥43,000 (税込 ¥47,300)

新婦様ヘアセット＆メイク
衣裳レンタル小物一式

撮影データ１枚
造花ブーケ＆ブートニア

レンタル和装１着（新郎新婦）[           ]プランに
含まれる内容

新婦様ヘアセット＆メイク
衣裳レンタル小物一式

撮影データ１枚
造花ブーケ＆ブートニア

レンタル琉装１着（新郎新婦）[           ]プランに
含まれる内容

[           ]プランに
含まれる内容

衣裳レンタル小物一式

撮影データ約 1枚

レンタルタキシード 1着

新婦様ヘアセット＆メイク

レンタルドレス 1着

造花ブーケ＆ブートニア

レンタルドレス 1着 レンタルタキシード 1着
衣裳レンタル小物一式レンタル和装一着（新郎新婦）

新婦様ヘアセット＆メイク 造花ブーケ＆ブートニア
撮影データ約１５０枚

プランに
含まれる内容[           ]

レンタルドレス 1着 レンタルタキシード 1着
衣裳レンタル小物一式レンタル和装一着（新郎新婦）

新婦様ヘアセット＆メイク 造花ブーケ＆ブートニア
撮影データ約８０枚

プランに
含まれる内容[           ]

新婦様ヘアチェンジ

※土日祝は税込￥22,000追加となります。

平日 ¥121,000 (税込 ¥133,100)

※土日祝は税込￥22,000追加となります。

平日 ¥76,000 (税込 ¥83,600)

[           ]プランに
含まれる内容

※土日祝は税込￥22,000追加となります。

※土日祝は税込￥22,000追加となります。

※土日祝は税込￥22,000追加となります。

※土日祝は税込￥22,000追加となります。



平日

[           ]プランに
含まれる内容

レンタルドレス 1着 レンタルタキシード 1着 衣裳レンタル小物一式
新婦様ヘアセット＆メイク 造花ブーケ＆ブートニア 撮影データ約１５０枚

※土日祝は税込￥22,000追加となります。

アメリカンビレッジ

3 ロケーション チャペル撮影追加
（撮影データ約２００枚納品） +

真栄田岬 世界遺産　座喜味城跡国指定重要文化財　中村家

末吉公園 東南植物楽園 港川外人住宅

ガンガラーの谷 むら咲むら ビオスの丘

波上宮 馬撮影 (草原・厩舎・ビーチ ) 美ら海水族館

※ロケーションの組み合わせにより、アップグレード料金が発生致します。 ※ロケーションリクエストについてもお気軽にお問合せくださいませ。

撮影当日に
お持ちいただくもの

●洋装 新郎様…靴下（黒＆白）・肌着（白 or ベージュ）　　新婦様…ストッキング・肩ひものないインナー

●和装 新郎様…Ｕ首シャツ・ステテコ（薄手のショートパンツ）・白足袋　　新婦様…肌襦袢・裾除け・白足袋

ビーチ＆
選べる 1 ロケーションフォト
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¥108,000~ (税込 ¥118,800~)

¥50,000~ (税込 ¥55,000~)



MIYAKO I SLAND
——　宮古島フォトプラン　——

東洋一美しいと称される景色をバックに
贅沢でゆっくりとした時間を味わう

チャペル＆ビーチフォト

チャペル＆ビーチ＆ 1 ロケーションフォト

チャペル＆ビーチフォト

チャペル＆ビーチ＆ 1 ロケーションフォト

シギラミラージュ ベイサイドチャペル アラマンダ チャペル
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[           ]プランに
含まれる内容

レンタルドレス 1着 レンタルタキシード 1着
衣裳レンタル小物一式 新婦様ヘアセット＆メイク

撮影データ約１５０枚造花ブーケ＆ブートニア

※土日祝は税込￥22,000追加となります。

平日 ¥153,000 (税込 ¥168,300)

[           ]プランに
含まれる内容

レンタルドレス 1着 レンタルタキシード 1着
衣裳レンタル小物一式 新婦様ヘアセット＆メイク

撮影データ約１５０枚造花ブーケ＆ブートニア

※土日祝は税込￥22,000追加となります。

平日 ¥191,000 (税込 ¥210,100)

平日 ¥198,000~ (税込 ¥217,800)
※土日祝は税込￥22,000追加となります。

[           ]プランに
含まれる内容

衣裳レンタル小物一式

撮影データ約２００枚

レンタルタキシード 1着

新婦様ヘアセット＆メイク

レンタルドレス 1着

造花ブーケ＆ブートニア

平日 ¥236,000~ (税込 ¥259,600)
※土日祝は税込￥22,000追加となります。

[           ]プランに
含まれる内容

衣裳レンタル小物一式

撮影データ約２００枚

レンタルタキシード 1着

新婦様ヘアセット＆メイク

レンタルドレス 1着

造花ブーケ＆ブートニア



イムギャーマリンガーデン

うえのドイツ文化村 ユートピアファーム (10 〜 6月限定 )かたあきの里

※ロケーションの組み合わせにより、アップグレード料金が発生致します。 ※ロケーションリクエストについてもお気軽にお問合せくださいませ。

撮影当日にお持ちいただくもの ●洋装 新郎様…靴下（黒＆白）・肌着（白 or ベージュ）　　新婦様…ストッキング・肩ひものないインナー

サンセットフォト
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ビーチフォト デイ＆サンセットタイムビーチフォト

※土日祝は税込￥22,000追加となります。

平日 ¥100,000 (税込 ¥110,00)

[           ]プランに
含まれる内容

レンタルドレス 1着 レンタルタキシード 1着
衣裳レンタル小物一式 新婦様ヘアセット＆メイク

撮影データ約８０枚造花ブーケ＆ブートニア

※土日祝は税込￥22,000追加となります。

平日 ¥143,000 (税込 ¥157,300)

[           ]プランに
含まれる内容

レンタルドレス 1着 レンタルタキシード 1着
衣裳レンタル小物一式 新婦様ヘアセット＆メイク

撮影データ約１５０枚造花ブーケ＆ブートニア

[           ]プランに
含まれる内容

衣裳レンタル小物一式

撮影データ約８０枚

レンタルタキシード 1着

新婦様ヘアセット＆メイク

レンタルドレス 1着

造花ブーケ＆ブートニア

平日 ¥108,000 (税込 ¥118,800)
※土日祝は税込￥22,000追加となります。

私服ビーチフォト

※土日祝は税込￥22,000追加となります。

[           ]プランに
含まれる内容

平日 ¥30,000 (税込 ¥33,000)

全データ約５０枚（未編集）
※約５日後に専用WEBより
　ダウンロード可能

平日

[           ]プランに
含まれる内容

レンタルドレス 1着 レンタルタキシード 1着 衣裳レンタル小物一式
新婦様ヘアセット＆メイク 造花ブーケ＆ブートニア 撮影データ約１５０枚

※土日祝は税込￥22,000追加となります。

3 ロケーション チャペル撮影追加
（撮影データ約２２０枚納品） +

ビーチ＆
選べる 1 ロケーションフォト ¥143,000~ (税込 ¥157,300~)

¥55,000~ (税込 ¥60,500~)



I SHIGAKI  I SLAND
——　石垣島フォトプラン　——

南十字星が輝く日本最南端のチャペル
特別な場所で永遠に続く思い出を
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ビーチフォト

[           ]プランに
含まれる内容

レンタルドレス 1着 レンタルタキシード 1着
衣裳レンタル小物一式 新婦様ヘアセット＆メイク

撮影データ約８０枚造花ブーケ＆ブートニア

チャペル＆ビーチフォト

[           ]プランに
含まれる内容

レンタルドレス 1着 レンタルタキシード 1着
衣裳レンタル小物一式 新婦様ヘアセット＆メイク

撮影データ約１５０枚造花ブーケ＆ブートニア

撮影当日にお持ちいただくもの ●洋装 新郎様…靴下（黒＆白）・肌着（白 or ベージュ）　　新婦様…ストッキング・肩ひものないインナー

※土日祝は税込￥22,000追加となります。

平日 ¥139,090 (税込 ¥153,000)
※土日祝は税込￥22,000追加となります。

平日 ¥230,090 (税込¥253,100)

チャペル：クルデスール・チャペル



OPTION
——　オプション　——

OPTION
——　オプション　——

ALBUM   − アルバム −

※価格は予告なく変更させていただく場合がございます。
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DRESS   － 衣裳 －

ドレス１着追加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

タキシード１着追加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

持込みドレススチーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

持込みタキシードスチーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新婦琉装レンタル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新郎琉装レンタル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

DRESS   − 衣裳 −

￥28,600 (税込)

洋装から和装へグレードアップ（新婦） ・・・・・・・・・・・

新婦和装レンタル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新郎和装レンタル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※撮影日・プランにより、ご案内致しかねる場合がございます。

洋装から和装へグレードアップ（新郎） ・・・・・・・・・・・

洋髪用綿帽子セットレンタル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

￥14,300 (税込)

￥8,800 (税込)

￥6,600 (税込)

￥55,000 (税込)

￥30,800 (税込)

￥55,000 (税込)

￥30,800 (税込)

￥23,100 (税込)

￥23,100 (税込)

￥11,000 (税込)

BEAUTY   − 美容 −

新婦ヘアスタイルチェンジ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新婦タッチアップ＆ヘアチェンジ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新郎ヘアセット＆メイク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新郎ヘアセット or メイク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容師同行（1 ロケーション） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容師同行（2 ロケーション） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容師同行（3 ロケーション） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

￥8,800 (税込)

￥12,100 (税込)

￥22,000 (税込)

￥33,000 (税込)

￥44,000 (税込)

￥7,700 (税込)

￥3,850 (税込)

MOVIE   − ムービー  − 

2 ロケーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3 ロケーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

追加ドキュメンタリースタイル

メイクシーン撮影 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

￥82,500 (税込)

￥110,000 (税込)

￥33,000 (税込)

追加メイクシーン撮影 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

追加ドローン撮影　1 ロケーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

￥22,000 (税込)

￥15,400 (税込)

NEW フォリオ
1 カット ~

￥22,000~ (税込)

トワル
12 カット

￥44,000 (税込)

フィガロ
42 カット

￥85,800 (税込)

NEW フィーネ
20 カット ~

￥88,000~ (税込)

プルミエ　20 カット〜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クリール

（フォトフレーム + ポストカード 10 枚） ・・・・・・・・・

￥85,800~ (税込)

オッジ　40 カット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クレア　20 カット〜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・

￥57,200~ (税込)

￥57,200~ (税込)

￥83,600 (税込)

クラッシー　10 カット〜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

￥38,500 (税込)

OTHERS   − その他  − 

フォトグラファー指名料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥29,700~ (税込)

美肌加工（20 カット） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ロケーションリクエスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・見積り

ベビーシッター　お子様 1 名（４.5 時間） ・・・・・・

【宮古島限定】星空撮影追加（約 10 枚） ・・・・・・・・・・

￥17,600 (税込)

￥29,700 (税込)

￥55,000 (税込)

※沖縄本島アクアルーチェ・チャペルまたは宮古島ビーチ限定



クリール

（フォトフレーム + ポストカード 10 枚） ・・・・・・・・・



発行年月日：2022 年 10 月


