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のため、

今回は、  
会場内は本番  

などを

ホテルには、繊細なグラスアートが特徴のチャペル「グラスシェル」、日本初のホテル
つの挙式会場

各会場ならではの   
を膨らませることができます。

プラザチャペル」での模擬挙式後には、屋外のカリヨン広場にて
ご体験いただけます。 

実際のご披露宴同様に展示しており
いたします。

ラグジュアリーな印象のある季節感

の展示も今回の注目イベントの 
種類のフォトスポット   

フェアです。 

」「薔薇の舞踏会」「アリスのウエディングパーティー」 

    
       

     

   

   


