
対象期間：2018/1/1～2018/6/30

コード 名称 価格 キャンセル規定

H1MO20 2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ﾓｱﾅﾙｱｶﾞｰﾃﾞﾝ　ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾘﾝｽﾛｯﾄﾌﾗﾊﾟ $3,317 MOLGA専用

H1MP 2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ﾓｱﾅﾙｱｶﾞｰﾃﾞﾝ (ﾓﾝｷｰﾎﾟｯﾄﾞ)　ﾏｶｲ ﾏｳﾝﾄﾞ $2,983 MOLGA専用

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｱﾛﾊ･ｹ･ｱｸｱ･ﾁｬﾍﾟﾙ 1-5月 $1,983

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｱﾛﾊ･ｹ･ｱｸｱ･ﾁｬﾍﾟﾙ 6月 $2,317

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｱﾛﾊ･ｹ･ｱｸｱ･ﾁｬﾍﾟﾙ<11時/15時限定ﾓｱﾆ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ･ﾊﾟｰ

ﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ> 1-5月
$3,083

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｱﾛﾊ･ｹ･ｱｸｱ･ﾁｬﾍﾟﾙ<11時/15時限定ﾓｱﾆ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ･ﾊﾟｰ

ﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ> 6月
$3,417

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ(ﾋﾙﾄﾝ･ﾊﾜｲｱﾝ･ﾋﾞﾚｯｼﾞ泊) 1-5月 $1,400

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ(ﾋﾙﾄﾝ･ﾊﾜｲｱﾝ･ﾋﾞﾚｯｼﾞ泊) 6月 $1,567

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ (他ﾎﾃﾙ泊) 1-5月 $1,817

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ (他ﾎﾃﾙ泊) 6月 $1,983

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ<13時限定 ﾋﾙﾄﾝ･ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ>(ﾋﾙﾄ

ﾝ･ﾊﾜｲｱﾝ･ﾋﾞﾚｯｼﾞ泊) 1-5月
$2,067

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ<13時限定 ﾋﾙﾄﾝ･ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ>(ﾋﾙﾄ

ﾝ･ﾊﾜｲｱﾝ･ﾋﾞﾚｯｼﾞ泊) 6月
$2,233

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ<13時限定 ﾋﾙﾄﾝ･ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ>(他ﾎ

ﾃﾙ泊) 1-5月
$2,483

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ<13時限定 ﾋﾙﾄﾝ･ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ>(他ﾎ

ﾃﾙ泊) 6月
$2,650

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ ｺｵﾘﾅ･ﾁｬﾍﾟﾙ･ｱｸｱ･ﾏﾘｰﾅ (17時/18時挙式対象） 1-5月 $1,983

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ ｺｵﾘﾅ･ﾁｬﾍﾟﾙ･ｱｸｱ･ﾏﾘｰﾅ (17時/18時挙式対象）6月 $2,317

PKG-A
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H2AL010

H2AL03

H2AM01

H2AL030

④通訳兼介添え（挙式会場にて）

⑤結婚証明書（法的な効果はありません）

⑥生花ブーケ＆ブートニア（ランのクラッチ）

⑧リングピロー（レンタル）

＜＜ライトプラン＞＞

①教会（または施設）使用料

②牧師（またはセレモニーマスター）への謝礼

③音楽奏者への謝礼（音楽は会場に

⑦挙式日の支度場所～挙式会場間のカップル送迎(※ロイアルハワイアン挙式・ジ・アカラチャペル挙式（ヒルト

ンハワイアンビレッジホテル泊)・ラニレアチャペル挙式（プリンスワイキキ泊）･ハウテラスウエディング･

ロイヤルハワイアンウエディングを除く）

H2AK01

H2AK03

H2AL01

シーズナリティプライス：1-5月/6月

PKG
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対象期間：2018/1/1～2018/6/30

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ ｺｵﾘﾅ･ﾁｬﾍﾟﾙ･ｱｸｱ･ﾏﾘｰﾅ ｼﾝﾌﾟﾙ･ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ(9時

/13時～16時挙式対象) 1-5月
$2,233

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ ｺｵﾘﾅ･ﾁｬﾍﾟﾙ･ｱｸｱ･ﾏﾘｰﾅ ｼﾝﾌﾟﾙ･ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ(9時

/13時～16時挙式対象) 6月
$2,567

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ ｺｵﾘﾅ･ﾁｬﾍﾟﾙ･ｱｸｱ･ﾏﾘｰﾅ ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ (10,11,12

時挙式対象) 1-5月
$3,917

2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ ｺｵﾘﾅ･ﾁｬﾍﾟﾙ･ｱｸｱ･ﾏﾘｰﾅ ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ (10,11,12

時挙式対象) 6月
$4,250

H2CA01 2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｷｬﾙﾊﾞﾘｰ･ﾊﾞｲ･ｻﾞ･ｼｰ教会 $1,142 PKG-A

H2CU01 2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｾﾝﾄﾗﾙ･ﾕﾆｵﾝ教会 大聖堂 $1,917 CUSAN専用

H2HA 2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ﾊｳﾃﾗｽ･ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｱｯﾄ･ﾊﾚｸﾗﾆ ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｾﾚﾓﾆｰ $3,317 HAUTE専用

H2HA1 2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ﾊｳﾃﾗｽ･ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｱｯﾄ･ﾊﾚｸﾗﾆ ﾊｳﾃﾗｽ･ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ $4,983 HAUTE専用

H2HL01 2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ﾎｰﾘｰﾅﾃｨﾋﾞﾃｨ教会 $1,525 PKG-A

H2KA01 2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｶﾜｲｱﾊｵ教会 $1,592 PKG-A

H2PR01 2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ ﾗﾆﾚｱ ﾁｬﾍﾟﾙ (ﾌﾟﾘﾝｽﾜ ｲｷｷ宿泊者) $1,650 PKG-A

H2PR010 2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ ﾗﾆﾚｱ ﾁｬﾍﾟﾙ (他ﾎﾃﾙ宿泊者) $2,067 PKG-A

H2PR03 2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ ﾗﾆﾚｱ･ﾁｬﾍﾟﾙ ﾊﾟｰﾃｨﾊﾟｯｹｰｼﾞ(ﾌﾟﾘﾝｽ･ﾜｲｷｷ宿泊者) $2,650 PKG-A

H2PR030 2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ ﾗﾆﾚｱ ﾁｬﾍﾟﾙ ﾊﾟｰﾃｨﾊﾟｯｹｰｼﾞ(他ﾎﾃﾙ宿泊者) $3,067 PKG-A

H2RHW01 2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ﾛｲﾔﾙ ﾊﾜｲｱﾝ ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾍﾙﾓｱ ｶﾞｰﾃﾞﾝ $3,317 RHH専用

H2RHW03 2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ﾛｲﾔﾙ ﾊﾜｲｱﾝ ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ ｵｰｼｬﾝ ﾛｰﾝ $4,408 RHH専用

H2SP01 2018 ﾗｲﾄﾌﾟﾗﾝ - ｾﾝﾄ･ﾋﾟｰﾀｰｽ･ｴﾋﾟｽｺﾊﾟﾙ教会 $817 PKG-A

ウェディング『ライトプラン』に加え、以下のものが含まれます。

①ローズマリー衣裳プラン (ウェディングドレス　$800相当、　タキシード　$200相当）

②新婦様へアセット＆メイク

コード 名称 価格 キャンセル規定

H1MO21 2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ﾓｱﾅﾙｱｶﾞｰﾃﾞﾝｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾘﾝｽﾛｯﾄﾌﾗﾊﾟ $4,233 MOLGA専用

H1MP1 2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ﾓｱﾅﾙｱｶﾞｰﾃﾞﾝ　ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾏｶｲ ﾏｳﾝﾄﾞ(ﾓﾝｷｰﾎﾟｯﾄﾞ) $3,900 MOLGA専用

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ｱﾛﾊ･ｹ･ｱｸｱ･ﾁｬﾍﾟﾙ 1-5月 $2,983

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ｱﾛﾊ･ｹ･ｱｸｱ･ﾁｬﾍﾟﾙ 6月 $3,317

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ｱﾛﾊ･ｹ･ｱｸｱ･ﾁｬﾍﾟﾙ<11時/15時限定ﾓｱﾆ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ･ﾊﾟｰ

ﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ> 1-5月
$4,083

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ｱﾛﾊ･ｹ･ｱｸｱ･ﾁｬﾍﾟﾙ<11時/15時限定ﾓｱﾆ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ･ﾊﾟｰ

ﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ> 6月
$4,417

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ(ﾋﾙﾄﾝ･ﾊﾜｲｱﾝ･ﾋﾞﾚｯｼﾞ泊) 1-5月 $2,458

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ(ﾋﾙﾄﾝ･ﾊﾜｲｱﾝ･ﾋﾞﾚｯｼﾞ泊) 6月 $2,625

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ (他 ﾎﾃﾙ泊) 1-5月 $2,875

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ (他 ﾎﾃﾙ泊) 6月 $3,042

PKG-A

PKG-A

PKG-A

PKG-A

PKG-A

PKG-A

＜＜スマートプラン＞＞

シーズナリティプライス：1-5月/6月

H2AK02

H2AK04

H2AM03

H2AM05

H2AL02

H2AL020

PKG
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対象期間：2018/1/1～2018/6/30

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ<13時限定 ﾋﾙﾄﾝ･ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ>

(ﾋﾙﾄﾝ･ﾊﾜｲｱﾝ･ﾋﾞﾚｯｼﾞ泊) 1-5月
$3,125

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ<13時限定 ﾋﾙﾄﾝ･ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ>

(ﾋﾙﾄﾝ･ﾊﾜｲｱﾝ･ﾋﾞﾚｯｼﾞ泊) 6月
$3,292

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ<13時限定 ﾋﾙﾄﾝ･ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ>

(他 ﾎﾃﾙ泊) 1-5月
$3,542

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ｼﾞ･ｱｶﾗ ﾁｬﾍﾟﾙ<13時限定 ﾋﾙﾄﾝ･ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ>

(他 ﾎﾃﾙ泊) 6月
$3,708

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ ｺｵﾘﾅ･ﾁｬﾍﾟﾙ･ｱｸｱ･ﾏﾘｰﾅ (17時/18時挙式対象）1-5月 $3,150

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ ｺｵﾘﾅ･ﾁｬﾍﾟﾙ･ｱｸｱ･ﾏﾘｰﾅ (17時/18時挙式対象）6月 $3,483

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ ｺｵﾘﾅ･ﾁｬﾍﾟﾙ･ｱｸｱ･ﾏﾘｰﾅ ｼﾝﾌﾟﾙ･ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ

(9時/13時～16時挙式対象) 1-5月
$3,400

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ ｺｵﾘﾅ･ﾁｬﾍﾟﾙ･ｱｸｱ･ﾏﾘｰﾅ ｼﾝﾌﾟﾙ･ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ

(9時/13時～16時挙式対象) 6月
$3,733

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ ｺｵﾘﾅﾁｬﾍﾟﾙ･ｱｸｱﾏﾘｰﾅ ﾊﾟｰﾃｨｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ

(10,11,12時挙式対象) 1-5月
$5,083

2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ ｺｵﾘﾅﾁｬﾍﾟﾙ･ｱｸｱﾏﾘｰﾅ ﾊﾟｰﾃｨｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝ

(10,11,12時挙式対象) 6月
$5,417

H2CA02 2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ-ｷｬﾙﾊﾞﾘｰ･ﾊﾞｲ･ｻﾞ･ｼｰ教会 $2,058 PKG-A

H2CU02 2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ ｾﾝﾄﾗﾙ･ﾕﾆｵﾝ 教会 大聖堂 $2,525 CUSAN専用

H2HA0 2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ﾊｳﾃﾗｽ･ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｱｯﾄ･ﾊﾚｸﾗﾆ ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｾﾚﾓﾆｰ $4,483 HAUTE専用

H2HA2 2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ﾊｳﾃﾗｽ･ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｱｯﾄ･ﾊﾚｸﾗﾆ ﾊｳﾃﾗｽ･ﾊﾟｰﾃｨ･ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ $6,150 HAUTE専用

H2HL02 2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ﾎｰﾘｰﾅﾃｨﾋﾞﾃｨ教会 $2,442 PKG-A

H2KA02 2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ ｶﾜｲｱﾊｵ教会 $2,508 PKG-A

H2PR02 2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ ﾗﾆﾚｱ ﾁｬﾍﾟﾙ (ﾌﾟﾘﾝｽ ﾜｲｷｷ宿泊) $2,817 PKG-A

H2PR020 2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ ﾗﾆﾚｱ ﾁｬﾍﾟﾙ (他ﾎﾃﾙ宿泊) $3,233 PKG-A

H2PR04 2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ ﾗﾆﾚｱ ﾁｬﾍﾟﾙ ﾊﾟｰﾃｨﾊﾟｯｹｰｼﾞ (ﾌﾟﾘﾝｽ ﾜｲｷｷ宿泊) $3,817 PKG-A

H2PR040 2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ ﾗﾆﾚｱ ﾁｬﾍﾟﾙ ﾊﾟｰﾃｨﾊﾟｯｹｰｼﾞ(他ﾎﾃﾙ宿泊) $4,233 PKG-A

H2RHW02 2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ﾛｲﾔﾙ ﾊﾜｲｱﾝ ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾍﾙﾓｱ ｶﾞｰﾃﾞﾝ $4,483 RHH専用

H2RHW04 2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ﾛｲﾔﾙ ﾊﾜｲｱﾝ ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ ｵｰｼｬﾝ ﾛｰﾝ $5,575 RHH専用

H2SP02 2018 ｽﾏｰﾄﾌﾟﾗﾝ - ｾﾝﾄ･ﾋﾟｰﾀｰｽ･ｴﾋﾟｽｺﾊﾟﾙ教会 $1,483 PKG-A

The AKALĀ Chapel 
<< Chapel Standard Plan >> 
1. チャペル使用料（90分間） 
2. リハーサル (日程は後日設定)
3. 結婚証明書（法的な効力はありません）
4. 通訳兼介添え（挙式場にて）

コード パッケージ 価格 キャンセル規定

H1ALZ ジ･アカラチャペル　チャペルスタンダードプラン（DST/ LOCAL) $2,500 *お問い合わせください

PKG-A

PKG-A

PKG-A

PKG-A

PKG-A

H2AM06

H2AL04

H2AL040

H2AM02

H2AM04

PKG
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対象期間：2018/1/1～2018/6/30

The AKALĀ Chapel 
<< Gazebo Standard Plan >> 
1. ガゼボ使用料（60分間） 
2. 結婚証明書（法的な効力はありません）
3. 通訳兼介添え（挙式場にて）

コード パッケージ 価格 キャンセル規定

H1ALZ ジ･アカラチャペル　ガゼボスタンダードプラン（DST/ LOCAL) $1,000 *お問い合わせください

Lani Le'a Chapel 
<< Chapel Standard Plan >> 
1. チャペル使用料（90分間） 
2. リハーサル (日程は後日設定)
3. 結婚証明書（法的な効力はありません）
4. 通訳兼介添え（挙式場にて）

コード パッケージ 価格 キャンセル規定

H1PRZ ラニレアチャペル　スタンダードプラン（DST/ LOCAL) $2,500 *お問い合わせください

***The AKALĀ Chapel Standard Plan, The AKALĀ Chapel Gazebo Standad Planをお申し込みの場合に

限り、エージェント様/お客様ご自身手配による手配が可能です。また持ち込み料はかかりません（牧師、音楽奏者、フォト、ビデ

オ、装花、衣装等）。それ以外のLight, Smart Planをお申し込みの場合は、持ち込み料がかかります。詳細はお問い合わせく

ださい。

***Lani Le'a Chapel Standard Planをお申し込みの場合に限り、エージェント様/お客様ご自身手配による手配が可能

です。また持ち込み料はかかりません（牧師、音楽奏者、フォト、ビデオ、装花、衣装等）。それ以外のLight, Smart Planをお

申し込みの場合は、持ち込み料がかかります。詳細はお問い合わせください。

PKG
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