
 

 
京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、

ル」をテーマとした
ドレスの試着をご体験いただける

今回の
シリーズとして
している「ダイヤモンド」をテーマとしたコーディネートも
愛にちなんだ意味を持っている世界四大宝石が
上げます。
ドレスご試着、ホテル内
ご体感いただけます
などのジュエリーも展示を行います。

■ウエディングフェア■ウエディングフェア■ウエディングフェア■ウエディングフェア
日時：
内容：
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ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示

5 月

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、
をテーマとした

ドレスの試着をご体験いただける
今回のウエディングフェアは、

シリーズとして
している「ダイヤモンド」をテーマとしたコーディネートも
愛にちなんだ意味を持っている世界四大宝石が
上げます。展示のほかに、
ドレスご試着、ホテル内
ご体感いただけます
などのジュエリーも展示を行います。

■ウエディングフェア■ウエディングフェア■ウエディングフェア■ウエディングフェア
：5 月 5 日（

内容：◆会場コーディネート展示
    ・サファイアコーディネート「サファイアの祈り」サファイアコーディネート「サファイアの祈り」サファイアコーディネート「サファイアの祈り」サファイアコーディネート「サファイアの祈り」

ロイヤルウエディングを感じさせる高級感溢れたロイヤルブルーをイメージして、サ
ファイアブ
「ブルーサファイア」は愛の不変を誓う誠実の石とされています。

・エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」
煌びやかに光るエメラルド
グリーンの濃淡とクリスタルを織り交ぜた上品なコーディネートです。「エメラルド」
は愛の象徴とされ、結婚や夫婦円満のお守

・ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」
「美女と野獣」（ボーモン夫人作）をテーマとし、薔薇のルビーレッドにゴールドを織
り交ぜた華やかな中世ヨーロッパの晩餐会を再現しています
純愛。美女と野獣のような純愛を紡いで欲しいとの想いを込めております。

・ダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝きダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝きダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝きダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝き
ダイヤモンドの輝きと透明感をテーブル上に表現し
白や淡いピンクで柔らかさを加えた
は永遠の絆や変わらぬ愛の意味を持ち、指輪でも変わらぬ人気を誇っています。

◆ウエディングメニュー無料試食会
◆ジュエルをテーマにした
◆模擬挙式

◎お問合

本件に関するお問合せ先

株式会社京王プラザホテル

１６０－８３３０ 東京都新宿区西新宿２－２－１

Ｔｅｌ ０３－５３２２－８０１０

京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル

宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る

ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示

ウエディングフェアを開催ウエディングフェアを開催ウエディングフェアを開催ウエディングフェアを開催

月 5 日（日・祝

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、
をテーマとしたテーブルコーディネートの展示やウエディングメニュー無料試食会、

ドレスの試着をご体験いただける
ウエディングフェアは、

シリーズとして「サファイ
している「ダイヤモンド」をテーマとしたコーディネートも
愛にちなんだ意味を持っている世界四大宝石が

展示のほかに、
ドレスご試着、ホテル内 2
ご体感いただけます。また、指輪と共に花嫁の美しさを演出するダイヤモンドのティアラ
などのジュエリーも展示を行います。

■ウエディングフェア■ウエディングフェア■ウエディングフェア■ウエディングフェア～～～～
日（日・祝）10:00a.m

◆会場コーディネート展示
サファイアコーディネート「サファイアの祈り」サファイアコーディネート「サファイアの祈り」サファイアコーディネート「サファイアの祈り」サファイアコーディネート「サファイアの祈り」
ロイヤルウエディングを感じさせる高級感溢れたロイヤルブルーをイメージして、サ
ファイアブルーとホワイト、クリスタルを織り交ぜた清麗なコーディネートです。
「ブルーサファイア」は愛の不変を誓う誠実の石とされています。
エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」
煌びやかに光るエメラルド
グリーンの濃淡とクリスタルを織り交ぜた上品なコーディネートです。「エメラルド」
は愛の象徴とされ、結婚や夫婦円満のお守
ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」

「美女と野獣」（ボーモン夫人作）をテーマとし、薔薇のルビーレッドにゴールドを織
り交ぜた華やかな中世ヨーロッパの晩餐会を再現しています
純愛。美女と野獣のような純愛を紡いで欲しいとの想いを込めております。
ダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝きダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝きダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝きダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝き
ダイヤモンドの輝きと透明感をテーブル上に表現し
白や淡いピンクで柔らかさを加えた
は永遠の絆や変わらぬ愛の意味を持ち、指輪でも変わらぬ人気を誇っています。

◆ウエディングメニュー無料試食会
ジュエルをテーマにした

◆模擬挙式 チャペルグラスシェル（
お問合せ・ご予約／０１２０－８８１－８８５【ウエディング直通】

本件に関するお問合せ先 ： 

株式会社京王プラザホテル 営業戦略室

東京都新宿区西新宿２－２－１

０３－５３２２－８０１０

京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル

宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る

ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示

ウエディングフェアを開催ウエディングフェアを開催ウエディングフェアを開催ウエディングフェアを開催

・祝）10:00a.m.

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、
テーブルコーディネートの展示やウエディングメニュー無料試食会、

ドレスの試着をご体験いただけるウエディングフェアを開催いたします。
ウエディングフェアは、これまでにご提案しご好評いただいてきた

サファイア」「エメラルド」「
している「ダイヤモンド」をテーマとしたコーディネートも
愛にちなんだ意味を持っている世界四大宝石が

展示のほかに、ウエディングメニューの無料試食
2 つのチャペルでの模擬挙式

。また、指輪と共に花嫁の美しさを演出するダイヤモンドのティアラ
などのジュエリーも展示を行います。 

～～～～ジュエルウエディングフェアジュエルウエディングフェアジュエルウエディングフェアジュエルウエディングフェア
10:00a.m～7:00p.m

◆会場コーディネート展示 
サファイアコーディネート「サファイアの祈り」サファイアコーディネート「サファイアの祈り」サファイアコーディネート「サファイアの祈り」サファイアコーディネート「サファイアの祈り」
ロイヤルウエディングを感じさせる高級感溢れたロイヤルブルーをイメージして、サ

ルーとホワイト、クリスタルを織り交ぜた清麗なコーディネートです。
「ブルーサファイア」は愛の不変を誓う誠実の石とされています。
エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」
煌びやかに光るエメラルドグリーンの庭園をイメージし
グリーンの濃淡とクリスタルを織り交ぜた上品なコーディネートです。「エメラルド」
は愛の象徴とされ、結婚や夫婦円満のお守
ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」

「美女と野獣」（ボーモン夫人作）をテーマとし、薔薇のルビーレッドにゴールドを織
り交ぜた華やかな中世ヨーロッパの晩餐会を再現しています
純愛。美女と野獣のような純愛を紡いで欲しいとの想いを込めております。
ダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝きダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝きダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝きダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝き
ダイヤモンドの輝きと透明感をテーブル上に表現し
白や淡いピンクで柔らかさを加えた
は永遠の絆や変わらぬ愛の意味を持ち、指輪でも変わらぬ人気を誇っています。

◆ウエディングメニュー無料試食会
ジュエルをテーマにした衣裳展示

チャペルグラスシェル（
ご予約／０１２０－８８１－８８５【ウエディング直通】

営業戦略室 企画広報

東京都新宿区西新宿２－２－１

０３－５３２２－８０１０ Ｆａｘ

京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル    ニュースリリースニュースリリースニュースリリースニュースリリース

宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る

ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示

ウエディングフェアを開催ウエディングフェアを開催ウエディングフェアを開催ウエディングフェアを開催

10:00a.m.～7:00p.m.

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、
テーブルコーディネートの展示やウエディングメニュー無料試食会、

ウエディングフェアを開催いたします。
これまでにご提案しご好評いただいてきた

エメラルド」「ルビー」に加え、
している「ダイヤモンド」をテーマとしたコーディネートも
愛にちなんだ意味を持っている世界四大宝石が、お二人の愛を誓う

ウエディングメニューの無料試食
つのチャペルでの模擬挙式

。また、指輪と共に花嫁の美しさを演出するダイヤモンドのティアラ
 

ジュエルウエディングフェアジュエルウエディングフェアジュエルウエディングフェアジュエルウエディングフェア
7:00p.m 【二部制】

サファイアコーディネート「サファイアの祈り」サファイアコーディネート「サファイアの祈り」サファイアコーディネート「サファイアの祈り」サファイアコーディネート「サファイアの祈り」
ロイヤルウエディングを感じさせる高級感溢れたロイヤルブルーをイメージして、サ

ルーとホワイト、クリスタルを織り交ぜた清麗なコーディネートです。
「ブルーサファイア」は愛の不変を誓う誠実の石とされています。
エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」

グリーンの庭園をイメージし
グリーンの濃淡とクリスタルを織り交ぜた上品なコーディネートです。「エメラルド」
は愛の象徴とされ、結婚や夫婦円満のお守りとして幸福へ導く宝石と言われ
ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」 

「美女と野獣」（ボーモン夫人作）をテーマとし、薔薇のルビーレッドにゴールドを織
り交ぜた華やかな中世ヨーロッパの晩餐会を再現しています
純愛。美女と野獣のような純愛を紡いで欲しいとの想いを込めております。
ダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝きダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝きダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝きダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝き
ダイヤモンドの輝きと透明感をテーブル上に表現し
白や淡いピンクで柔らかさを加えた煌びやかなコーディネートです
は永遠の絆や変わらぬ愛の意味を持ち、指輪でも変わらぬ人気を誇っています。

◆ウエディングメニュー無料試食会 ◆ドレス試着体験（フォトサービス付き）
衣裳展示 ◆料理･ケーキ･アイテム展示

チャペルグラスシェル（11:30
ご予約／０１２０－８８１－８８５【ウエディング直通】

企画広報 斎藤 

東京都新宿区西新宿２－２－１ 

Ｆａｘ ０３－３３４６－２４７９

ニュースリリースニュースリリースニュースリリースニュースリリース

宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る

ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示

ウエディングフェアを開催ウエディングフェアを開催ウエディングフェアを開催ウエディングフェアを開催

0p.m. 【二部制】要予約・参加無料

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、5 月
テーブルコーディネートの展示やウエディングメニュー無料試食会、

ウエディングフェアを開催いたします。
これまでにご提案しご好評いただいてきた

ルビー」に加え、
している「ダイヤモンド」をテーマとしたコーディネートも

、お二人の愛を誓う
ウエディングメニューの無料試食
つのチャペルでの模擬挙式などを通して、本番の雰囲気を

。また、指輪と共に花嫁の美しさを演出するダイヤモンドのティアラ

ジュエルウエディングフェアジュエルウエディングフェアジュエルウエディングフェアジュエルウエディングフェア～～～～
【二部制】①

サファイアコーディネート「サファイアの祈り」サファイアコーディネート「サファイアの祈り」サファイアコーディネート「サファイアの祈り」サファイアコーディネート「サファイアの祈り」 
ロイヤルウエディングを感じさせる高級感溢れたロイヤルブルーをイメージして、サ

ルーとホワイト、クリスタルを織り交ぜた清麗なコーディネートです。
「ブルーサファイア」は愛の不変を誓う誠実の石とされています。
エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」 

グリーンの庭園をイメージし
グリーンの濃淡とクリスタルを織り交ぜた上品なコーディネートです。「エメラルド」
は愛の象徴とされ、結婚や夫婦円満のお守りとして幸福へ導く宝石と言われ

 
「美女と野獣」（ボーモン夫人作）をテーマとし、薔薇のルビーレッドにゴールドを織
り交ぜた華やかな中世ヨーロッパの晩餐会を再現しています
純愛。美女と野獣のような純愛を紡いで欲しいとの想いを込めております。
ダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝きダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝きダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝きダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝き」」」」 
ダイヤモンドの輝きと透明感をテーブル上に表現し、クリスタルを随所に使いながら

煌びやかなコーディネートです
は永遠の絆や変わらぬ愛の意味を持ち、指輪でも変わらぬ人気を誇っています。

◆ドレス試着体験（フォトサービス付き）
◆料理･ケーキ･アイテム展示
11:30a.m.～）プラザチャペル（

ご予約／０１２０－８８１－８８５【ウエディング直通】

 潤子 ・ 小田

０３－３３４６－２４７９

２０１

ニュースリリースニュースリリースニュースリリースニュースリリース

宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る宝石言葉と共に披露宴を華やかに彩る    

ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示

ウエディングフェアを開催ウエディングフェアを開催ウエディングフェアを開催ウエディングフェアを開催    

部制】要予約・参加無料

月 5 日（日・祝
テーブルコーディネートの展示やウエディングメニュー無料試食会、

ウエディングフェアを開催いたします。
これまでにご提案しご好評いただいてきた

ルビー」に加え、4 月より新しくご用意
している「ダイヤモンド」をテーマとしたコーディネートも展示いたします

、お二人の愛を誓う結婚式をさらに盛り
ウエディングメニューの無料試食やフォトサービスつきの

などを通して、本番の雰囲気を
。また、指輪と共に花嫁の美しさを演出するダイヤモンドのティアラ

～～～～【参加無料・【参加無料・【参加無料・【参加無料・

①10:00a.m.～

ロイヤルウエディングを感じさせる高級感溢れたロイヤルブルーをイメージして、サ
ルーとホワイト、クリスタルを織り交ぜた清麗なコーディネートです。

「ブルーサファイア」は愛の不変を誓う誠実の石とされています。

グリーンの庭園をイメージし、エメラルドグリーンにモス
グリーンの濃淡とクリスタルを織り交ぜた上品なコーディネートです。「エメラルド」

りとして幸福へ導く宝石と言われ

「美女と野獣」（ボーモン夫人作）をテーマとし、薔薇のルビーレッドにゴールドを織
り交ぜた華やかな中世ヨーロッパの晩餐会を再現しています。「ルビー」の石言葉は、
純愛。美女と野獣のような純愛を紡いで欲しいとの想いを込めております。

 
、クリスタルを随所に使いながら

煌びやかなコーディネートです
は永遠の絆や変わらぬ愛の意味を持ち、指輪でも変わらぬ人気を誇っています。

◆ドレス試着体験（フォトサービス付き）
◆料理･ケーキ･アイテム展示

～）プラザチャペル（
ご予約／０１２０－８８１－８８５【ウエディング直通】

小田 力 ・ 熱田

 
０３－３３４６－２４７９ 

２０１９年３月２６

ニュースリリースニュースリリースニュースリリースニュースリリース    

ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示ジュエルをテーマにしたコーディネートを展示    

部制】要予約・参加無料    

・祝）に「ジュエ
テーブルコーディネートの展示やウエディングメニュー無料試食会、

ウエディングフェアを開催いたします。 
これまでにご提案しご好評いただいてきたジュエル

月より新しくご用意
展示いたします。それぞれ

結婚式をさらに盛り
フォトサービスつきの

などを通して、本番の雰囲気を
。また、指輪と共に花嫁の美しさを演出するダイヤモンドのティアラ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参加無料・【参加無料・【参加無料・【参加無料・要予約】要予約】要予約】要予約】

～②3:30p.m.

ロイヤルウエディングを感じさせる高級感溢れたロイヤルブルーをイメージして、サ
ルーとホワイト、クリスタルを織り交ぜた清麗なコーディネートです。

「ブルーサファイア」は愛の不変を誓う誠実の石とされています。 

、エメラルドグリーンにモス
グリーンの濃淡とクリスタルを織り交ぜた上品なコーディネートです。「エメラルド」

りとして幸福へ導く宝石と言われています。

「美女と野獣」（ボーモン夫人作）をテーマとし、薔薇のルビーレッドにゴールドを織
「ルビー」の石言葉は、

純愛。美女と野獣のような純愛を紡いで欲しいとの想いを込めております。 

、クリスタルを随所に使いながら
煌びやかなコーディネートです。「ダイヤモンド」

は永遠の絆や変わらぬ愛の意味を持ち、指輪でも変わらぬ人気を誇っています。
◆ドレス試着体験（フォトサービス付き）
◆料理･ケーキ･アイテム展示  

～）プラザチャペル（4:30p.m.
ご予約／０１２０－８８１－８８５【ウエディング直通】 

熱田 有紀 

９年３月２６日 

    

ジュエ
テーブルコーディネートの展示やウエディングメニュー無料試食会、

ジュエル  
月より新しくご用意   

それぞれ  
結婚式をさらに盛り  

フォトサービスつきの  
などを通して、本番の雰囲気を  

。また、指輪と共に花嫁の美しさを演出するダイヤモンドのティアラ

要予約】要予約】要予約】要予約】    
p.m.～ 

ロイヤルウエディングを感じさせる高級感溢れたロイヤルブルーをイメージして、サ
ルーとホワイト、クリスタルを織り交ぜた清麗なコーディネートです。 

、エメラルドグリーンにモス
グリーンの濃淡とクリスタルを織り交ぜた上品なコーディネートです。「エメラルド」

ています。 

「美女と野獣」（ボーモン夫人作）をテーマとし、薔薇のルビーレッドにゴールドを織
「ルビー」の石言葉は、

、クリスタルを随所に使いながら
「ダイヤモンド」

は永遠の絆や変わらぬ愛の意味を持ち、指輪でも変わらぬ人気を誇っています。 
◆ドレス試着体験（フォトサービス付き） 

4:30p.m.～） 

   


