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Villa Air Bali Wedding Option Price List 

Wedding option 2 

 

 料金適用期間：２０１9 年４月１日～２０20 年３月３１日 

下記、ご案内の料金には、別途 21％の税金、サービス料が加算されます 

 

ビューティーオプション 

商品番号 ヘアスタイリング＆メイクアップ／ブライダルスパ 販売価格 

BHMX ご新婦様 ヘアスタイリング＆メイクアップ（約１．５～２時間） US$190.00++ 

BHSO ご新婦様 ヘアスタイリングのみ US$95.00++ 

GHSO ご新郎様 ヘアスタイリング （約１０～１５分） US$34.00++  

BHMR ご新婦様 ヘアスタイリング＆メイクアップ リハーサル（挙式前日 約１．５～２間） US$120.00 ++ 

BHMT ご新婦様 ヘアスタイリング＆メイクアップ タッチアップ （約３０分～１時間） US$80.00 ++ 

BHMＲ  ご新婦様 ヘアスタイリング＆メイクアップ リチェンジ （約３０分～１時間） US$100.00 ++ 

AHMX 参列者用 ヘアスタイリング＆メイクアップ （約３０分～１時間） US$110.00 ++ 

AHSO 参列者用 ヘアスタイリング （約３０分） US$70.00 ++ 

AMUO 参列者 メイクアップ（約３０分） US$70.00 ++ 

REMARKS 

 BHMRは、基本的に挙式前日に、ご宿泊のお部屋で行います。 

 よりイメージ通りの仕上がりの為に、イメージ写真、雑誌の切り抜きなどのサンプルを                 

ご持参される事を、お勧め致します。 

 

フラワーオプション 

商品番号 ブーケ／ヘッドピース／その他 販売価格 

DSB 
デザインブーケ 

(ご要望の花材、ブーケタイプをお伝え下さい。花材によってはご希望に添えないこともございます) 
お見積もりベース 

FHP ホワイトローズ（生花）のヘッドピース US$40.00++ 

FFW ホワイトローズ（生花）のリストレット（手首用） US$35.00++ 

FFA ホワイトローズ（生花）のアームレット（腕用）(花材･プルメリア) US$35.00++ 

FFHK プルメリア（生花）のフラワークラウン シングルハク (冠)  US$35.00++ 

HWBW 贈呈用花束  （白バラ） US$30.00++ 

HWBR 贈呈用花束  （赤バラ） US$30.00++ 

HWBM  贈呈用花束  （白花ミックス） US$30.00++ 

FRI フラワーレイ (プルメリア、白) US$5.00++ 

FLY フラワーレイ (フランジパニ、黄色) US$5.00++ 

SHW 追加フラワーシャワー（約５名様分） US$20.00++ 

追記事項  DSＢのご予約は、挙式の２週間前まで承れます。ご希望のデザイン、イメージなどをお知らせ下さい。 
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追加デコレーション（挙式用／パーティー用） 

商品番号 追加会場デコレーション/追加フラワーデコレーション 販売価格 

CND-30 追加キャンドルデコレーション（約 3０個） US$35.00 ++ 

CND-60 追加キャンドルデコレーション(約 6０個) US$66.00 ++ 

FLP 
花びらプール（プールのフラワーデコレーション）                 

*グランドヴィラのみ 
US$250.00 ++ 

FLC 
フローティングキャンドル（プールに 10個）                     

*グランドヴィラのみ 
US$120.00 ++ 

BALM-30 風船リリース、ミックスカラー (３０個セット)  US$100.00 ++ 

 

デジタルアートオプション 

商品番号 写真撮影（データお渡しのみ） 販売価格 

CES 
セレモニーシューティング 

（撮影：挙式のみ/撮影写真数：約 100 枚の画像データ/DVD-Ｒｘ１枚） 
US$300.00++ 

DCS 
ドキュメンテーションシューティング 

（撮影：お支度+挙式+ツアー/撮影写真数：約 200 枚の画像データ/DVD-Rｘ１枚） 
US$400.00++ 

PRS-60 
追加撮影パーティー（ロング） 

（撮影時間：約６０分/追加撮影写真数：約 50 枚の画像データ/ＤＶＤ－Ｒに追加） 
US$130.00++ 

追記事項 

 ＣＥＳ、ＤＣＳをお申込の方のみ、追加撮影 PRS-60 をお申込いただけます。 

 上記商品は、写真撮影のみのプランです。アルバムをご希望の方は、追加アルバムをお選び下さい。 

 写真データは、基本的に撮影の 3 日後にお届け致します。尚、期限までにお届け出来ない場合は、          

ご自宅への配送となる場合もございます。予めご了承下さい。 

 ご帰国が撮影日または撮影翌日の場合、商品は、日本のご自宅への配送となります。                      

 

商品番号 ヴィラ・アイル・バリ アルバム（インドネシア製作） 販売価格 

STA 
スタンダードアルバム 

（26cm x 26cm /20 ページ、ケース入り） 
US$280.00++ 

追記事項 
 アルバムは、挙式後約 1 ヶ月以内に、ご自宅にお届け致します。日本国内への送料は、料金に含まれております。 

 アルバムは現地製作、インドネシア製になります。 

 

商品番号 ヴィラ・アイル・バリ ヴィデオ 販売価格 

S-VDO 

スタンダードヴィデオ＋ダイジェスト 

（撮影シーン：挙式＋挙式後周辺 15 分／編集：約２０分/ダイジェスト編集 3 分 

USB＋ケース付き） 

US$515.00++ 

A-VDO 追加約 2時間撮影 (編集 5分から 15分) US$257.00++ 

USB コピーUSB （ケース付き） US$47．00++ 
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追記事項 

 A-VDOは、S-VDOをお申込の方のみ、追加撮影をお申込いただけます。 

 データは USB にてお渡しとなります。 

 ヴィデオは現地製作、インドネシア製になります。 

 挙式後約１ヶ月以内に、ご自宅にお届け致します。日本国内への送料は、料金に含まれております。 

 

レンタル衣装オプション 

商品番号 レンタル衣装（バリ試着のみ） 販売価格 

RTLD レンタルドレス ご相談下さい 

RTLT レンタルタキシード ご相談下さい 

追記事項 

 ドレスレンタルには、レンタルシューズ、パニエ、が含まれています。 

 タキシードレンタルには、レンタルシューズが含まれます。 

 レンタルプランに含まれない、下着（男女）、ストッキング、靴下などは、各自ご持参下さい。 

 

商品番号 レンタル衣装の着付けとメンテナンス料金 *衣装お持込の場合 販売価格 

DRST ドレス スチーム／アイロン  US$25.00 ++ 

TXST タキシード スチーム／アイロン US$25.00 ++ 

 
 レンタル衣装を当ヴィラでオーダーされた場合は、衣装のメンテナンスサービスは、含まれています。 

 ご自身で衣装を持ち込まれても、持ち込み料はいただきません。 

 

 

取り消し料について 
 

基本ウェディングパッケージ/ウエディングオプションの取り消し料（通年） 

WCX-1 挙式日から換算して３０日～１５日前 基本料金より３０％の取り消し料 

WCX-2 挙式日から換算して１４日～５日前 基本料金より５０％の取り消し料 

WCX-3 挙式日から換算して４日～挙式当日 基本料金より１００％の取り消し料 
 

 

お支払いについて 
 

１． ご予約の際に、ご利用総額（概算）の３０％をご予約金としてお申し受け致します。ご予約金は、正式に申し込ま

れてから１４日以内に、お支払い下さい。ご予約金のお支払いが無い場合は、自動的に予約が取り消されますの

で、ご注意下さい。 

２． 予約を取り消される場合、既にお支払いいただきましたご予約金は、取り消し料のルールに則って処理されま

す。 

３． イベント予定日の３日前までには、ご利用金額の全額（残金）をお申し受け致します。旅程によっては、その限りで

はありませんが、イベント開始前までには、全額支払をお願いしております。 

４． ご指定日までにお支払いの確認及びお支払いの確約が得られない場合は、いかなる場合でも、ご予約は取り消

しとさせていただきます。 
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Step:1 Step:2 Step:3 Step:4 Step:5 Step:6 

お問い合わせ 予約手続き開始 

ご予約金支払い 

(総額の 30%)  
*予約手続き開始日より

14 日以内にお支払い

下さい。 

予約確定 
*ご予約金支払い確認

が出来次第、ご予約が

確定致します。 

残金支払い       
*イベント日の３日前若

しくは、指定日までにお

支払い下さい。 

イベント日当日 

 

 

ご予約について 
 

１． ウェディング及びパーティーのご予約は、イベント希望日の１年前より受け付けております。 

２． ご予約は、ご予約金をお申し受けして初めて、確定されます。 

３． ご予約日の変更は、イベント日から換算して３０日前まで、無料で変更が可能です。 

４． ご予約、お問い合わせは、ヴィラ・アイル・バリのザベーションまで。日本語でどうぞ。 

a. E-mail: info@villa-airbali.com / mori@villa-airbali.com  

b. Telephone: +62 (0)361 737378 / 737380  

c. Fax: +62 (0)361 737379 
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