
ROYAL KAILA WEDDING 料金一覧表

プラン名 ビーチ・教会名・他 販売価格(円） ジャンル プラン名 ビーチ・教会名・他 販売価格（円） ジャンル プラン名 ビーチ・教会名・他 販売価格（円）

プリマリエ ¥285,600 マジックアイランド ¥111,600 レインボーアルバム（30ページ） ¥42,000
モアナルア ¥327,600 ワイマナロ ¥153,600 レインボーアルバム（20ページ） ¥49,500
キャルバリー ¥390,000 プリマリエ ¥321,600 レインボーミニアルバム（30ページ） ¥44,300
カワイアハオ ¥354,000 モアナルア ¥363,600 レインボーミニアルバム（20ページ） ¥38,100
セントラルユニオン中 ¥366,000 キャルバリー ¥426,000 ホワイトアルバム（30ページ） ¥82,300
セントラルユニオン大 ¥426,000 カワイアハオ ¥390,000 ホワイトアルバム（20ページ） ¥67,700
プリマリエ ¥372,000 セントラルユニオン中 ¥402,000 ブラックアルバム（20ページ） ¥33,100
モアナルア ¥417,600 セントラルユニオン大 ¥468,000 ミニアルバム（12ページ） ¥26,100
キャルバリー ¥474,000 プリマリエ ¥486,000 フォリオ ¥15,900
カワイアハオ ¥426,000 モアナルア ¥525,600 写真セレクトプラン（5枚セレクト） ¥10,800
セントラルユニオン中 ¥438,000 キャルバリー ¥588,000 写真セレクトプラン（10枚セレクト） ¥16,200
セントラルユニオン大 ¥498,000 カワイアハオ ¥534,000 ビデオ撮影キャルバリー ¥90,000
プリマリエ ¥412,500 セントラルユニオン中 ¥546,000 ビデオ撮影キャルバリ以外 ¥54,000
モアナルア ¥448,800 セントラルユニオン大 ¥618,000 ベビーシッター（マジック） ¥21,600
キャルバリー ¥552,000 プリマリエ ¥726,000 ベビーシッター（ワイマナロ） ¥25,200
カワイアハオ ¥498,000 モアナルア ¥777,600 ベビーシッター（挙式用） -
セントラルユニオン中 ¥510,000 キャルバリー ¥858,000 新郎へアセット ¥8,400
セントラルユニオン大 ¥582,000 カワイアハオ ¥786,000 お子様へアセット ¥8,400
プリマリエ ¥690,000 セントラルユニオン中 ¥786,000 ゲスト送迎リムジン ¥18,000
モアナルア ¥729,600 セントラルユニオン大 ¥858,000 ゲスト送迎バン ¥24,000
キャルバリー ¥822,000 プリマリエ ¥726,000 ゲスト送迎ミニバス ¥42,000
カワイアハオ ¥750,000 モアナルア ¥777,600 ゲスト送迎リムジン ¥20,400
セントラルユニオン中 ¥750,000 キャルバリー ¥858,000 ゲスト送迎バン ¥24,000
セントラルユニオン大 ¥822,000 カワイアハオ ¥786,000 ゲスト送迎ミニバス ¥42,000
プリマリエ ¥690,000 セントラルユニオン中 ¥786,000 ゲスト送迎リムジン ¥21,600
モアナルア ¥729,600 セントラルユニオン大 ¥858,000 ゲスト送迎バン ¥26,400
キャルバリー ¥822,000 出雲大社 ¥318,000 ゲスト送迎ミニバス ¥46,800
カワイアハオ ¥750,000 ハワイ大神宮 ¥360,000 ゲスト送迎リムジン ¥24,000
セントラルユニオン中 ¥750,000 琴平神社 ¥318,000 ゲスト送迎バン ¥30,000
セントラルユニオン大 ¥822,000 平等院 ¥432,000 ゲスト送迎ミニバス ¥49,200

スピリチュアルウエディング ヌアヌコングリゲーショﾅﾙ ¥345,600 和装オプション撮影 出雲大社 ¥192,000 ゲスト送迎リムジン ¥26,400
マジックアイランド ¥93,600 カラードレスオプション撮影 ダウンタウン ¥150,000 ゲスト送迎バン ¥39,600
ワイマナロ ¥135,600 ワイキキタウンオプション撮影 ワイキキタウン ¥87,600 ゲスト送迎ミニバス ¥54,000
マジックアイランド ¥105,600 フットマッサージ ¥6,000 ゲスト送迎リムジン ¥26,400
ワイマナロ ¥147,600 新郎フットマッサージ ¥6,000 ゲスト送迎バン ¥30,000
ワイキキタウン ¥111,600 ロイヤルカイラマッサージ＋フットスク

ラブー＋ハンドマスク ¥24,000 ゲスト送迎ミニバス ¥54,000
マジックアイランド ¥165,600 ロイヤルカイラフェイシャル＋アイト

リートメント＋フットスクラブー ¥16,800 ゲスト送迎リムジン ¥27,600
ワイマナロ ¥219,600 ストレスフィックスマッサージ ¥16,800 ゲスト送迎バン ¥31,200
ハワイアン衣装
（マジック） ¥153,600 ストレスフィックスフェイシャル＋アイト

リートメント＆リップトリートメント ¥16,800 ゲスト送迎ミニバス ¥56,400
メモリアル・ビーチフォトプラン ¥81,600 ピュアフォーカスフェイシャル ¥8,400 ゲスト送迎リムジン ¥32,400
サンセットフォトプラン ¥147,600 カップルエステ ¥36,000 ゲスト送迎バン ¥38,400
プリンセス・ビーチフォトプラン ¥74,800 ビーチフォト･ドリーム・メモリアル ¥42,000 ゲスト送迎ミニバス ¥66,000
プリンセス・ビーチ
ウエディングプラン ¥118,800 ビーチウェディング ¥60,000 ゲスト送迎リムジン ¥34,800
アロハスタイル・フォトプラン ¥45,600 挙式プラン ¥55,200 ゲスト送迎バン ¥42,000

サンセット追加（ビーチフォト・挙式後） ¥81,600 ゲスト送迎ミニバス ¥72,000
ヘアメイク ¥42,000 ゲスト送迎リムジン ¥27,600
オリジナルプロデュース - ゲスト送迎バン ¥33,600
ヘアメイク・アテンド ¥60,000 ゲスト送迎ミニバス ¥54,000
前日衣装合わせ ¥30,000 ゲスト送迎リムジン ¥36,000
前日リハーサルメイク（サロン） ¥24,000 ゲスト送迎バン ¥39,600
生花ブーケ ¥24,000 ゲスト送迎ミニバス ¥75,600
クレイブーケ ¥33,600 ゲスト送迎リムジン ¥37,200
フォームブーケ ¥33,600 ゲスト送迎バン ¥42,000
クレイハクレイ ¥19,200 ゲスト送迎ミニバス ¥78,000
フォームハクレイ ¥19,200 ゲスト送迎リムジン ¥39,600

ゲスト送迎バン ¥45,600
ゲスト送迎ミニバス ¥84,000
ゲスト送迎リムジン ¥44,400
ゲスト送迎バン ¥51,600
ゲスト送迎ミニバス ¥92,400

※リムジンは、教会、ビーチによって金額が変動致します。
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