
ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾートでは、「ピク

チュアレスクリゾート」絵のように美しい・心地よ

い・魅力あふれるリゾートを目指し、様々な絵にな

るシーンを約 1 万坪の敷地内に配置しました。

Monterey Photo Session では、この景色を背

景に、フォトグラファーによる本格的なロケーショ

ン撮影を楽しんで頂けます。

Monterey Photo Session
Picturesque Resort & Photographer



Monterey Photo Session TEL : 098-993-7111Open 9:00-18:00 Mail : oki-enk@hotelmonterey.co.jp

* 表示価格は税抜価格となっております

Operation
撮影を楽しむためのポイントをいくつかご紹介致します。

おすすめの時間帯
・10:00 〜　空気も澄んでおり、青が最も美しく映える時間帯です。
・13:00 〜　海開きシーズン中、特にお子様連れの方におすすめです。
 セッション前半はお部屋やエントランスで撮影、後半はビーチやプールで水遊

びを楽しんでいるシーンの撮影を楽しんで頂くことが出来ます。
・日の入り 暑さも和らぎ、ドラマチックな夕焼けを背景に撮影を楽しんで頂けます。また、比

較的雲が多くなる時間帯です。日没1時間前の撮影スタートがおすすめです。

撮影場所
ご利用いただける撮影場所は、PLAN A では ご宿泊中のお部屋 と エントランス周辺、
そして プールサイド または タイガービーチ のいずれか。その他のプランでは上記
４箇所全ての場所をご利用いただけます。雨天の際も館内フォトスポットでの撮影
を楽しんで頂けますのでご安心下さい。撮影場所の順番や時間配分もお客様の体調
や撮影内容に合わせて調整いたしますので、遠慮なくご相談下さいませ。

衣装・小物等
・本サービスはカジュアルなフォトセッションです。どうぞ普段着のままお楽しみ下さい。
・お衣装の色味は黄色など暖色系が時間帯に関わらずおすすめです。その他皆様でお衣装

の色味を揃えるとぐっとオシャレな感じになります。お悩みの際には是非ご検討下さい。
・お子様はお気に入りの玩具を、カップルやグループでの撮影はフォトプロップスなど小物の

お持込みもおすすめです。

暑さ対策・風対策
4月から11月までの間は非常に紫外線の強いシーズンです。特に小さなお子様については
日焼け止めや帽子などご準備下さいませ。12月から3月中頃の冬の間は、風の強いシーズン
になります。ジャケットやコート等上に羽織るものを着用下さい。

＊その他、撮影に関する注意事項
・ウエディングドレスを着用した撮影に本サービスはご利用いただけません。
・未成年者のみのご利用はお断りしております。
・撮影場所は施設清掃・改修工事などを理由に予告なく変更する場合があります。
・キャンセル料金は2日前30%、前日50%、当日100% となります。（台風など災害時除く）

Enjoy Photo Session
Monterey Photo Session は ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート ご宿泊中の
お客様限定、完全予約制ロケーションフォトサービスです。
ご利用について大まかな流れをご紹介いたします。

① ご予約　
 お気軽に担当部署まで TEL または Mailにてご連絡下さい。
 ご予約窓口の営業時間は 9:00 - 18:00 。撮影時間は 10:00 〜 日没までとなります。
 ご予約受付期間は撮影希望日の1ヶ月前から7日前まで。

② 撮影当日　
 フロント待ち合わせ　→　撮影内容ヒアリング　→　撮影
 撮影前にプランのご説明や撮影リクエストをお伺いいたします。プランによって所要時

間は変動しますが、お待ち合わせから撮影終了まで約1時間を目安にお考え下さい。
 撮影は徒歩移動となります。お手荷物は少なめにお願いいたします。

③ お支払い
 お部屋付となります。チェックアウトの際、宿泊料金と合わせてお支払い下さい。

④ データのお受け取り 
 撮影からおよそ2週間ほど*で専用クラウドへアップロード致します。
 お受け取りにはメールアドレスが必要となります。

⑤ 写真セレクト
 アルバム・パネルなど印刷アイテム付属プランをご利用の場合、専用の写真セレクトシー

トをお渡ししております。セレクトシートへアルバムまたはパネルに採用する写真のファイ
ル名を記入し、FAXまたはMailにてご連絡下さい。

⑥ デザインチェック
 セレクトシートのお預かりから、デザインデータを作成し、1週間ほど*でお客様へ送付い

たします。デザインデータを確認後修正や写真の差し替えがありましたらご指示下さい。

⑦ 校了
 デザインチェックのあと、修正などなければその旨ご連絡下さい。校了とし、印刷・製本

工程へと移ります。校了から2週間ほど*でお手元にお届けとなります。

* 混雑時はお時間を頂く場合がございます。おおよその目安としてお考え下さい。



Monterey Photo Session TEL : 098-993-7111Open 9:00-18:00 Mail : oki-enk@hotelmonterey.co.jp

* 表示価格は税抜価格となっております

Plan A 
Short Session

まずは気軽に撮影を楽しんでみたい方にお勧めな

ショートプログラム。まだ屋外に慣れていない小さ

なお子様連れの方にも安心してご利用頂けます。

料金  ¥25,000-

撮影時間 約 30 分

撮影場所 お部屋

  エントランス周辺

  プールサイド or タイガービーチ

プラン内容 写真データ 36 カット

  （専用 URL よりダウンロード）

オプション

 データ CD-R  ¥1,500-

 ALL 撮影データ  ¥30,000-



Monterey Photo Session TEL : 098-993-7111Open 9:00-18:00 Mail : oki-enk@hotelmonterey.co.jp

* 表示価格は税抜価格となっております

Plan B
Half Album Session

本格的に撮影を楽しみたい方に向けた、撮影データ

とアルバムがセットになった最も人気の高いプラン

です。アルバムサイズは少しこぶりなハーフレター

サイズ (161mm x 210mm) ですが、アルバムの見開

きがフルフラットになるため、見開き全面を使ったダイナ

ミックな写真配置が可能です。

料金  ¥40,000-

撮影時間 約 45 分

撮影場所 お部屋

  エントランス周辺

  プールサイド

  タイガービーチ

プラン内容 写真データ 72 カット

  ハーフレターアルバム 20P

  化粧箱

  データ CD-R 

オプション

 アルバム増刷  ¥15,000-

 ALL 撮影データ  ¥30,000-



Monterey Photo Session TEL : 098-993-7111Open 9:00-18:00 Mail : oki-enk@hotelmonterey.co.jp

* 表示価格は税抜価格となっております

Plan C 
Photo Panel Session

北欧家具にも使われるバーチ材をフレーム材に利用した

シンプルな木製パネル。表面には低反射加工が施され

たアクリルを採用し、どの角度からも見えやすくしました。

どんなお部屋・家具にもあうアイテムです。

料金  ¥47,500-

撮影時間 約 45 分

撮影場所 お部屋

  エントランス周辺

  プールサイド

  タイガービーチ

プラン内容 写真データ 72 カット

  六切木製パネル ( 397 x 306 mm)

  壁掛けフック

  データ CD-R

オプション

 パネル増刷  ¥15,000-

 ハーフレターアルバム 20P

    ¥20,000-

 レターサイズアルバム 20P

    ¥30,000-

 ALL 撮影データ  ¥30,000-



Monterey Photo Session TEL : 098-993-7111Open 9:00-18:00 Mail : oki-enk@hotelmonterey.co.jp

* 表示価格は税抜価格となっております

Plan D
Letter Album Session

写真が主役になる、スマートな写真集の様なアルバムを

本棚に収まりやすいレターサイズ(216mm x 280mm)で

つくりました。専用の化粧箱にゴムバンド付き。ハーフレタ

ーサイズと同じく、見開き全面を使った写真配置が可能

です。見開き 432mm x 280mm のダイナミックなレイア

ウトを楽しんで頂けます。

同時注文に限り専用オプションとしてハーフレターサイ

ズのミニアルバムもお買い求め頂けます。ご贈答用にも

是非ご利用下さいませ。

料金  ¥54,000-

撮影時間 約 45 分

撮影場所 お部屋

  エントランス周辺

  プールサイド

  タイガービーチ

プラン内容 写真データ 72 カット

  レターサイズアルバム 20P

  専用化粧箱

  データ CD-R 

オプション 

 アルバム増刷  ¥25,000-

 ALL 撮影データ  ¥30,000-

専用オプション 

 ミニアルバム  ¥10,000- 
   ミニアルバム / サイズ 210 x 162 mm / ¥10,000- 税別   
レターサイズアルバムと同じレイアウト・ページ数になります。
専用 BOX は付属せず、アルバム本体のみとなります。


