
Jplaza wedding オプション＆オリジナル小物一覧

オプション一覧

【レンタル衣裳パック(新郎新婦)：ウエディングドレス・タキシード各１点】

※挙式プランでお申込の場合に適用

番号 商品名 代金（税別） 内容 ご案内

ＤＭ パックプラン ￥120,000

ロングトレインドレス・シルクドレスを
除き、お好きなものをお選びいただけ
ます。
ベール・ブーケ・ブートニア・手袋・靴・
ティアラ・アクセサリー類を全て含みま
す。併せて上限の設定をしておりませ
んので、大変お得です。

フルセットですので、ご用意いただくの
はインナーとストッキング (女性)、肌着と
靴下(男性)のみです。

ＤＭ 満足プラン ￥150,000 全てお好きなものをお選びいただけま
す。(上限設定なし・除外品なし )

【挙式パックお申込の際の衣裳持込料（新郎新婦）】税別
※当日持込も承りますが、不足物があった場合や破損・折じわがあった場合などには対応できません。

ウエディングドレス ￥40,000
着付料を含みます。
小物類持ち込み料を含みます。

３日前までに弊社衣裳室へお送り下さ
い。

タキシード ￥20,000

【ブーケオプション】
※レンタルではなく、お持ち帰りいただくものです。

番号 内容 代金（税別） 内容 ご案内

ＢＮ
生花ブーケ
生花ブートニア

￥20,000
季節の生花でオリジナルブーケをお
作りします。花材はおまかせになりま
す。

白色中心にピンクを加えるなどのご希
望があればリクエストください。（ご希望
に添えない場合もございます）
トス用はブーケプル用に変更もできま
す。

ＢＰ
プリザーブドフラワー
ブーケブートニア

￥35,000 バラを中心としたプリザーブドフラワー
で作成します。

ＢＴ トス用ブーケ生 ￥7,000 ブーケとお揃いで、トス用に小ぶりに
作成

ＢT トス用ブーケ
プリザーブド

￥10,000 ブーケとお揃いで、トス用に小ぶりに
作成

【その他】
番号 内容 代金（税別） 内容 ご案内

ＦＳ フラワーシャワー ￥8,000
退場の際のフラワーシャワー（アート
フラワー）。挙式が新郎新婦だけのと
きはスタッフが行います。

ゆにガーデンでは無料で生花に、ラベ
ンダーの丘では無料でラベンダー入りド
ライフラワーにグレードアップ

【ヘアセット＆フェイスメイク】
番号 内容 代金（税別） 内容 ご案内

ＪＨ ヘアセット ￥10,000 参列者様対象
ご新婦様分は挙式パックに含まれてお
ります。

ＪＭ フェイスメイク ￥5,000 新郎新婦、参列者様対象。お 1人様の
金額です。



【挙式後パーティ用ドレス（新婦）】
※衣裳は、挙式前日のお打合せ時の試着となります。お打合せ時のお申込みも可能です。

番号 内容 代金（税別） 内容 ご案内

ＤＰ カラードレス ￥50,000
挙式後パーティの際に、新婦の衣裳
替えとしてご用意しております

小物・アクセサリー類もすべて含まれま
す。

ＤＰ
イブニングドレス
パーティドレス

￥10,000

【挙式アルバム】
※フォトデータの先渡しはありません。写真担当が選んでアルバムをお作りします。

番号 商品名 代金（税別） 内容 ご案内

Ａ２ ２面アルバム ￥16,000
六つ切りサイズ２カット（新郎新婦２
ポーズ２カット、または新郎新婦１カッ
ト＆集合写真１カット

ご両家に、またご親戚へのご挨拶にと
幅広くご利用いただけます。

Ａ１４ １４カットアルバム ￥50,000

六つ切り２カット＆その他のサイズ
１２カット

【14カット及び22カットアルバムをお申
込み頂いたお客様への追加オプショ
ン】調整済みの写真を CDに焼き付け
（100カット前後）￥30,000

新郎新婦お二人のメインポーズの他、
指輪交換などいつまで美しく残しておき
たいシーンを様々なアレンジで撮影し、
アルバムを作成します。

【挙式＆ロケーションフォトアルバム】
※フォトデータの先渡しはありません。写真担当が選んでアルバムをお作りします。

番号 内容 代金（税別） 内容 ご案内

Ａ２２ ２２カットアルバム ￥80,000
六つ切り２カット＆その他のサイズ。
挙式アルバムの内容に加え、会場近
くにおいてロケーションフォト撮影をし
ます。

例：ガラスのピラミッド（モエレ公園内）、
ひまわりの里（ひまわりガーデン内）、ゆ
にガーデン（ゆにガーデン内）、ラベン
ダーの丘（フラワーランド香美富良野
内）

Ａ３０
イブニングドレス
パーティドレス

￥10,000

ＡＤ
イブニングドレス
パーティドレス

￥10,000

【札幌近郊（小樽を含む）フォトツアー】
※挙式とは別の日に行います。

番号 内容 代金（税別） 内容 ご案内

Ｔ２２
札幌近郊
フォトツアー

￥130,000
２ヶ所以上で撮影し、１５０カット以上
のＣＤネガをお渡し。新郎新婦衣裳お
よび小物一式と、移動車、コーディ

催行日はＪプラザと直接打ち合わせ。
挙式日と大きく日数が開いても可。

【その他】
番号 内容 代金（税別） 内容 ご案内

Ｖ１ ＤＶＤ ￥65,000
準備シーンから結婚式の様子を約 40
分撮影します。ダイジェスト・スペシャ
ルシーン編集つき。 音楽や映像効果を入れたダイジェスト

スペシャルシーンが好評です。

Ｖ２ ブルーレイ ￥75,000
上記内容のブルーレイ撮影版です。
色鮮やかでお肌までつややかに美し
く再生できます。

Ｖ３ ＤＶＤ焼増 ￥6,000

Ｖ４ ブルーレイ焼増 ￥7,000



【挙式後パーティ】
番号 商品名 代金（税別） 内容 ご案内

ＰＰ 会食 ￥8,000～

コース料理（和食会席、フレンチ又は
イタリアン）、盛込み料理のいずれも
可能です。フリードリンク付き。パー
ティに合わせた演出も別途承ります。

会場一例：
ガラスのピラミッド（ガラスのピラミッド内
ホール）、時計台（市内中心部レストラ
ン）、ラベンダーの丘（ホップスホテル）、
ひまわりの里（サンフラワーパークホテ
ル）、ゆにガーデン（ゆにガーデン内バ
ンケットホール）

【ヘアセット＆フェイスメイク】
番号 内容 代金（税別） 内容 ご案内

Ｐ１ ミニライブコンサート ￥40,000 ピアニスト＆ソプラノ歌手による生演
奏

フルートやバイオリンを追加することも
可能です。曲目のリクエストにもお応え
できます。

Ｐ２
新郎新婦紹介
ＤＶＤ

￥30,000

挙式後のパーティの際にお二人を紹
介するＤＶＤを作成し、パーティの演
出の一つとして参列の方々にご覧頂
きます。作成料、当日の機材、スタッ
フ料込み。

お好きな写真をもとにお作りします。お
二人で約３０枚のお写真。

Ｐ３
ウェルカムボード
ミラー

￥25,000 ミラーにエッジングで文字を刻みま
す。会場入り口に飾ります。

挙式後はお部屋や玄関に飾っていただ
けるおしゃれなミラーボードです。

【レンタル衣裳（参列者）】
※衣裳は、挙式前日のお打合せ時の試着となります。

番号 内容 代金（税別） 内容 ご案内

ＧＤ 留袖 ￥35,000

ご両親、ご家族、ご親戚、参列者の
方々にご用意しております。

かさばる正装のお洋服を一式レンタル
できます。
あらかじめサイズをお知らせください。
（Ｓ・Ｍ・Ｌなど。子供服は
80ｃｍ～140ｃｍ）

ＧＤ 留袖用小物類 ￥3,000

ＧＤ 留袖用草履バッグ ￥5,000

ＧＤ モーニング ￥15,000

ＧＤ 留袖ドレス ￥10,000

ＧＤ パーティドレス ￥10,000

ＧＤ 子ども用ドレス ￥5,000

【送迎（参列者）】
番号 商品名 代金（税別） 内容 ご案内

ＢＳ 小型バス ￥35,000～ 小型バス（最大２２名）。
距離、シーズンによって料金が変わりま
す。お問い合わせください。



手作りオリジナル小物

商品名：ルミエラベア

代 金：￥６，３００（1組）

ボディに直接メッセージを書いていただきます。

新郎新婦から両親へのプレゼントや祝賀会の参加者から新郎新婦への
人気のある贈り物です。

商品名：オリジナルラベル赤ワイン

代 金：￥２，１００（５本単位で承ります）

お礼のメッセージや2人の写真などをオリジナルラベルに焼きつけます。
お世話になった方へのお礼や引き出物、ウェルカムボードと同じデザイン
で席札としてもご利用いただけます。

商品名：刺繍・メッセージ入りリングピロー

代 金：￥５，２５０

挙式記念日や名前、メッセージなどを刺繍として書込みます。

挙式後は飾りとして長く使えるデザインにしてあります。

商品名：２人の写真入りウェルカムボード

代 金：￥８，４００

小さい頃の写真や２人のデート写真、前撮りしたウェディングﾞの写真をは
め込みオリジナルボードで皆様をお迎えします。


