
 

 
京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、

ウエディングフェア」と題し、宝石にちなんだテーブルコーディネート
フォトスポット
開催いたします。
お好きなドレス・和装をお選びいただくことができ、
イメージしながらお好きな背景とともに撮影をしていただくことができます。

 
今回展示

宝石をテーマにしたコーディネートで、
これまで
いただくことで、より

 
また

いただけるよう
ジェニックな写真を撮影
フォトスポットを設置する
基調とし
ファブリック
など

 
当日は

ヒトデ、パールなどで人魚姫の住む世界を表現した装飾を施します。
スポットおよびチャペル＜グラスシェル＞をあわせた
ており、衣裳をご試着いただいてお写真をお撮りすることも可能です。

■ 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
日時：
内容：

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

Ｔｅｌ

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

世界四大宝石世界四大宝石世界四大宝石世界四大宝石

人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験

8 月

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、
ウエディングフェア」と題し、宝石にちなんだテーブルコーディネート
フォトスポットを展示し、
開催いたします。
お好きなドレス・和装をお選びいただくことができ、
イメージしながらお好きな背景とともに撮影をしていただくことができます。

今回展示するの
宝石をテーマにしたコーディネートで、
これまでも大変
いただくことで、より

また、披露宴の
いただけるよう
ジェニックな写真を撮影
フォトスポットを設置する
基調とした大人の花畑に白樺のキャンドルが優しく灯る
ファブリックブランド
など 4 種類のフォトスポットを宴会場にご用意いたします。

当日はチャペル＜グラスシェル＞に
ヒトデ、パールなどで人魚姫の住む世界を表現した装飾を施します。
スポットおよびチャペル＜グラスシェル＞をあわせた
ており、衣裳をご試着いただいてお写真をお撮りすることも可能です。

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
：8 月 24 日（

内容：◆ジュエルにちなんだ
・ダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝き」
・サファイアコーディネート「サファイアの祈り」
・エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」
・ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」

◆ウエディングメニュー無料試食会
◆フォトスポットでの記念撮影
◆ドレス・和装
◆模擬挙式＆カリヨン広場演出体験

 チャペルグラスシェル
プラザチャペル（
◎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

世界四大宝石世界四大宝石世界四大宝石世界四大宝石

人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験

衣裳を試着し衣裳を試着し衣裳を試着し衣裳を試着し

『『『『ジュエルジュエルジュエルジュエル

月 24 日（土）

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、
ウエディングフェア」と題し、宝石にちなんだテーブルコーディネート

を展示し、衣裳を試着しながらの撮影体験が
開催いたします。衣裳は京王百貨店衣裳室
お好きなドレス・和装をお選びいただくことができ、
イメージしながらお好きな背景とともに撮影をしていただくことができます。

のは、「ダイヤモンド」
宝石をテーマにしたコーディネートで、

も大変ご好評いただいて
いただくことで、より当日を具体的にイメージして

、披露宴のオプションとして
いただけるようご用意いたします。
ジェニックな写真を撮影できることが重視されており、
フォトスポットを設置する

た大人の花畑に白樺のキャンドルが優しく灯る
ブランド Sanderson

種類のフォトスポットを宴会場にご用意いたします。

チャペル＜グラスシェル＞に
ヒトデ、パールなどで人魚姫の住む世界を表現した装飾を施します。
スポットおよびチャペル＜グラスシェル＞をあわせた
ており、衣裳をご試着いただいてお写真をお撮りすることも可能です。

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
日（土）9:30a.m

ジュエルにちなんだ
・ダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝き」
・サファイアコーディネート「サファイアの祈り」
・エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」
・ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」

◆ウエディングメニュー無料試食会
◆フォトスポットでの記念撮影

・和装試着体験
◆模擬挙式＆カリヨン広場演出体験

チャペルグラスシェル
プラザチャペル（

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

世界四大宝石世界四大宝石世界四大宝石世界四大宝石をテーマにしをテーマにしをテーマにしをテーマにし

人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験

衣裳を試着し衣裳を試着し衣裳を試着し衣裳を試着し

ジュエルジュエルジュエルジュエル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

）9:30a.m.～

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、
ウエディングフェア」と題し、宝石にちなんだテーブルコーディネート

衣裳を試着しながらの撮影体験が
京王百貨店衣裳室

お好きなドレス・和装をお選びいただくことができ、
イメージしながらお好きな背景とともに撮影をしていただくことができます。

「ダイヤモンド」「
宝石をテーマにしたコーディネートで、

ご好評いただいてきたものです。
当日を具体的にイメージして

オプションとして最近人気の
ご用意いたします。

できることが重視されており、
フォトスポットを設置するオプション

た大人の花畑に白樺のキャンドルが優しく灯る
Sanderson や ROMO

種類のフォトスポットを宴会場にご用意いたします。

チャペル＜グラスシェル＞に、
ヒトデ、パールなどで人魚姫の住む世界を表現した装飾を施します。
スポットおよびチャペル＜グラスシェル＞をあわせた
ており、衣裳をご試着いただいてお写真をお撮りすることも可能です。

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        
0a.m～7:30p.m

ジュエルにちなんだ会場コーディネート展示
・ダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝き」
・サファイアコーディネート「サファイアの祈り」
・エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」
・ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」

◆ウエディングメニュー無料試食会
◆フォトスポットでの記念撮影（

試着体験  
◆模擬挙式＆カリヨン広場演出体験

チャペルグラスシェル マーメイド
4:30p.m.～）

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

をテーマにしをテーマにしをテーマにしをテーマにしたたたた

人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験

衣裳を試着し衣裳を試着し衣裳を試着し衣裳を試着してててて記念撮影も記念撮影も記念撮影も記念撮影も

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

～7:30p.m. 

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、
ウエディングフェア」と題し、宝石にちなんだテーブルコーディネート

衣裳を試着しながらの撮影体験が
京王百貨店衣裳室の衣裳、約

お好きなドレス・和装をお選びいただくことができ、
イメージしながらお好きな背景とともに撮影をしていただくことができます。

「サファイア
宝石をテーマにしたコーディネートで、それぞれが愛にちなんだ宝石言葉を持って

きたものです。
当日を具体的にイメージして

オプションとして最近人気の
ご用意いたします。近年は新郎新婦やご列席の皆様

できることが重視されており、
オプションが人気を呼んでいます。

た大人の花畑に白樺のキャンドルが優しく灯る
ROMO を使った大人の高級感溢れる「

種類のフォトスポットを宴会場にご用意いたします。

、アンデルセン童話『人魚姫』をモチーフに貝殻や
ヒトデ、パールなどで人魚姫の住む世界を表現した装飾を施します。
スポットおよびチャペル＜グラスシェル＞をあわせた
ており、衣裳をご試着いただいてお写真をお撮りすることも可能です。

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

0p.m 【二部制】
会場コーディネート展示

・ダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝き」
・サファイアコーディネート「サファイアの祈り」
・エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」
・ルビーコーディネート「薔薇の舞踏会」 

◆ウエディングメニュー無料試食会 
（衣裳をご試着をいただいての撮影も可）

◆模擬挙式＆カリヨン広場演出体験 
マーメイドVer.（
～） 

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

たたたたコーディネートコーディネートコーディネートコーディネート

人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験

記念撮影も記念撮影も記念撮影も記念撮影もできるできるできるできる

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』』』』

 【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、8 月
ウエディングフェア」と題し、宝石にちなんだテーブルコーディネート

衣裳を試着しながらの撮影体験ができる
の衣裳、約 30

お好きなドレス・和装をお選びいただくことができ、フォトスポットの
イメージしながらお好きな背景とともに撮影をしていただくことができます。

サファイア」「エメラルド」「ルビー」
それぞれが愛にちなんだ宝石言葉を持って

きたものです。実際に装飾された
当日を具体的にイメージしていただくことができ

最近人気のフォトスポットも
新郎新婦やご列席の皆様

できることが重視されており、ご披露宴会場に
が人気を呼んでいます。

た大人の花畑に白樺のキャンドルが優しく灯る「Romantic 
を使った大人の高級感溢れる「

種類のフォトスポットを宴会場にご用意いたします。 

アンデルセン童話『人魚姫』をモチーフに貝殻や
ヒトデ、パールなどで人魚姫の住む世界を表現した装飾を施します。
スポットおよびチャペル＜グラスシェル＞をあわせた 5 箇所
ており、衣裳をご試着いただいてお写真をお撮りすることも可能です。

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

【二部制】①9:30a.m.

会場コーディネート展示 
・ダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝き」
・サファイアコーディネート「サファイアの祈り」 
・エメラルドコーディネート「エメラルドガーデン」 

 

ご試着をいただいての撮影も可）

（11:30a.m.～）

ご予約／０１２０－８８１－８８５【ウエディング直通】

 潤子 ・ 杉浦

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

コーディネートコーディネートコーディネートコーディネートやややや

人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験

できるできるできるできる    

』』』』を開催を開催を開催を開催    

部制】要予約・参加無料

月 24 日（土
ウエディングフェア」と題し、宝石にちなんだテーブルコーディネート

できるウエディングフェアを
点以上をご用意する

フォトスポットの展示会場で当日を
イメージしながらお好きな背景とともに撮影をしていただくことができます。

」「エメラルド」「ルビー」
それぞれが愛にちなんだ宝石言葉を持って

に装飾されたテーブル
くことができます。

フォトスポットも、実際に
新郎新婦やご列席の皆様が一緒に

ご披露宴会場に
が人気を呼んでいます。今回は、

Romantic Garden
を使った大人の高級感溢れる「

 

アンデルセン童話『人魚姫』をモチーフに貝殻や
ヒトデ、パールなどで人魚姫の住む世界を表現した装飾を施します。

箇所での記念撮影が可能となっ
ており、衣裳をご試着いただいてお写真をお撮りすることも可能です。 

【参加無料・要予約】【参加無料・要予約】【参加無料・要予約】【参加無料・要予約】    
0a.m.～②3:0

・ダイヤモンドコーディネート「ダイヤモンドの輝き」 

ご試着をいただいての撮影も可）

～） 

ご予約／０１２０－８８１－８８５【ウエディング直通】

杉浦 陽子 ・ 小田

 
０３－３３４６－２４７９ 

２０１９年６月１９

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    

やややや    

人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験人気のオプション「フォトスポット」を体験    

    

部制】要予約・参加無料    

日（土）に「ジュエル
ウエディングフェア」と題し、宝石にちなんだテーブルコーディネートや近年人気の

ウエディングフェアを
点以上をご用意する中

展示会場で当日を
イメージしながらお好きな背景とともに撮影をしていただくことができます。 

」「エメラルド」「ルビー」の世界四大
それぞれが愛にちなんだ宝石言葉を持っており、

に装飾されたテーブルを
ます。 

、実際に体験して
新郎新婦やご列席の皆様が一緒にフォト

ご披露宴会場に特別感のある
、紫とオレンジを
Garden」や、英国

を使った大人の高級感溢れる「British Style

アンデルセン童話『人魚姫』をモチーフに貝殻や
ヒトデ、パールなどで人魚姫の住む世界を表現した装飾を施します。これらのフォト

での記念撮影が可能となっ
 

3:00p.m.～ 

ご試着をいただいての撮影も可） 

ご予約／０１２０－８８１－８８５【ウエディング直通】 

小田 力 ・ 熱田

 
月１９日 

ジュエル
近年人気の  

ウエディングフェアを
中から   

展示会場で当日を

世界四大
おり、

をご覧    

体験して   
フォト   

特別感のある  
とオレンジを 

英国の
British Style」

アンデルセン童話『人魚姫』をモチーフに貝殻や
これらのフォト  

での記念撮影が可能となっ

熱田 有紀 

   

    

   
   


