
アイテム 詳細 金額 数量 金額 割引 割引後 増減 備考

挙式 音楽人前式 ¥200,000 1 ¥200,000 ¥-200,000 ¥0 2018年9月挙式披露宴実施

メインテーブル装花 ¥80,000 1

ゲストテーブル装花 ¥13,000 10

ウェディングドレス用ブーケ ¥35,000 1

ウェディングドレス用ブートニア ¥5,000 1

チャペルシルクフラワー ¥20,000 1

ロビー装飾　ツリー ¥50,000 1

ロビー装飾　ウォールレターボード ¥30,000 1

マントルピース ¥35,000 1

ブーケ (お色直し用) ¥35,000 1

ブートニア (お色直し用) ¥5,000 1

トスブーケ (差額有) ¥5,000 1

マリア―ジュ (グリーンのみ) ¥10,000 1

トスブーケ (プラン差額) ¥5,000 1

ヘアパーツ (お色直し用・概算) ¥3,000 1

追加卓 ¥13,000 3 ¥39,000

カラークロス ¥3,000 15 ¥45,000 ¥-45,000 ¥0 《お正月期間限定プラン☆1/3～8！先着15組》

追加卓分カラークロス ¥3,000 1 ¥3,000

ウェディングヘアメイク ¥108,000 1 ¥108,000

お色直し ¥15,000 1 ¥15,000

司会者 司会者 ¥80,000 1 ¥80,000

音響・照明 音響・照明使用料 ¥100,000 1 ¥100,000

写真集 ¥140,000 1 ¥140,000 ¥140,000 2018年9月挙式披露宴実施

OneHeartStory ¥255,500 1 ¥255,500 ¥-100,000 ¥155,500 2018年9月挙式披露宴実施

¥5,600 21 ¥117,600

¥3,600 66 ¥237,600

引菓子 ¥1,300 87 ¥113,100 ¥33,100 提携ショップご紹介

しきたり品 ¥1,000 8 ¥8,000 ¥8,000

引出物袋 88 ¥0

招待状 84 ¥0
本状・地図・封筒・返信ハガキ・付箋・シール含む

手作りもお手伝い致します　※350円～ご用意ございます
席次表 84 ¥0 ※手作りもお手伝い致します　※600円～ご用意ございます

席札 93 ¥0 ※手作りもお手伝い致します　※150円～ご用意ございます

ウェディングドレス ¥250,000 1 ¥250,000 ¥-50,000 ¥200,000 ¥-110,000

タキシード ¥120,000 1 ¥120,000 ¥-24,000 ¥96,000 ¥16,000

カラードレス ¥300,000 1 ¥300,000 ¥-60,000 ¥240,000 ¥80,000

衣装保険

衣装小物 ¥40,000 1 ¥40,000

ブライダルエステ体験トータルビューティースパ 《お正月期間限定プラン☆1/3～8！先着15組》

プロピアニスト演奏 《お正月期間限定プラン☆1/3～8！先着15組》

フラワーシャワー 《お正月期間限定プラン☆1/3～8！先着15組》

プロジェクター使用料 《お正月期間限定プラン☆1/3～8！先着15組》

バブルシャワー 《お正月期間限定プラン☆1/3～8！先着15組》

小計① 上記合計 ¥2,599,800 ¥-554,000 ¥2,045,800
会場費 会場設備貸切使用料 ¥200,000 1 ¥200,000 ¥-100,000 ¥100,000 2018年9月挙式披露宴実施

フランス料理フルコース ¥12,200 95 ¥1,159,000 ¥-61,000 本格手作りフランス料理コース

お料理ランクアップ ¥4,000 95 ¥380,000 ¥-20,000

フリードリンク ¥3,500 94 ¥329,000 ¥-21,000
ウェルカムドリンク・赤白ワイン・ビール・日本酒・焼酎(芋)

ウイスキー・ソフトドリンク（オレンジ・ウーロン・カルピス）

ドリンク (お子様用) ¥1,500 1 ¥1,500

ドリンクランクアップ ¥500 94 ¥47,000 ¥-45,000 ¥2,000 ¥-3,000 2018年9月挙式披露宴実施☆ランクアップ全額OFF

乾杯酒 乾杯酒 ¥8,000 12 ¥96,000 ¥-8,000

オリジナルウェディングケーキ ¥80,000 1 ¥80,000 80名様まで80,000円 81名様以上はお一人様につき1,000円

ケーキ1名追加分 ¥1,000 15 ¥15,000 ¥5,000

小計② 上記合計 ¥2,307,500 ¥-145,000 ¥2,162,500
サービス料 サービス料 ¥276,900 ¥0 ¥276,900 ¥-12,780 小計②の12%

中計 ¥5,184,200 ¥-699,000 ¥4,485,200 小計①＋小計②＋サービス料
消費税 ¥414,736 ¥-66,400 ¥348,336 ¥7,842 中計の8%

お内金 ¥-100,000 ¥-100,000

【特別特典】タクシーチケット1000円×10台分プレゼント！

【特別特典】近隣駐車場代5台プレゼント

【特別特典】大人一人1,500円OFF！！ ¥-142,500 ¥-142,500

《お正月期間限定プラン☆1/3～8！先着１５組》

当日お申込み特典
¥-100,000 ¥-100,000 ウェディングドレス10万円プレゼント

《お正月期間限定プラン☆1/3～8！先着１５組》

当日お申込み特典
¥-100,000 ¥-100,000 カラードレス10万円プレゼント

【お年玉特典！！！】OneHeartStory分 ¥-255,500 ¥-255,500

写真集差額分 ¥-151,200 ¥-151,200

総計 ¥5,498,936 ¥-1,514,600 ¥3,984,336 中計＋消費税ーお内金ーお値引

ケーキ

会場装花

¥160,000
装花オプション

Aプラン

¥18,000オプション

アイテム

カラークロス

衣装

2018年9月挙式披露宴実施

専属ドレスショップ・コーディネーターご紹介※金額概算

※ドレスショップは２店舗からお選びいただけます

その他演出

お料理

お飲み物

引出物

引出物 ¥115,200 提携ショップご紹介

印刷物

<<お正月期間限定プラン☆1/3～8！先着15組>>

2018年9月挙式披露宴実施

人数：95名
2018年7月6日 再見積

¥250,000 ¥-100,000 ¥150,000

2018年9月挙式披露宴実施

メイン装花・ゲスト卓装花10卓分・ブーケ１点／ブートニア１点・

チャペル装花（造花）

※胡蝶蘭等高額な装花の場合、別途差額が発生致します

※上記装花はパックプランとなります

　（ 270000→250000円)

写真・ビデオ

¥135,000¥25,000 ¥135,000

¥18,000 ¥18,000

美容・着付


