
 

 
京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、

バレンタイン
感のあるコーディネートの新プラン「ＳＡＫＵＲＡ
をお披露目いたします。

 
「ＳＡＫＵＲＡ

テーマとし、多くのカップルにご利用いただい
とコーディネート
博しました。
コーディネートが
することといたしました
ご披露宴の方を対象とした限定特典も
 

新たな発表の場となる
総料理長
模擬
こだわりを一日で存分にご体感いただけるイベント満載のウエディングフェアです

   
         
          

■バレンタインウエディング■バレンタインウエディング■バレンタインウエディング■バレンタインウエディング
日時：
内容：
◆賞味会
 ※賞味会と衣裳試着体験はどちらかの参加となります。

◆模擬挙式
◆約
◆計
「British  Style
◆会場コーディネート展示
◆各アイテムブース（衣裳室、写真、装花、印刷物、司会、音響照明、映像など）
 
■ＳＡＫＵＲＡＳＡＫＵＲＡＳＡＫＵＲＡＳＡＫＵＲＡ
＜適用期間＞
＜料金＞
＜内容＞
    

    

    

＜特典＞
    
    
《4:30p.m.
    
  

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

「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の

「ＳＡＫＵＲＡ「ＳＡＫＵＲＡ「ＳＡＫＵＲＡ「ＳＡＫＵＲＡ

2020 年

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、
バレンタインウエディング
感のあるコーディネートの新プラン「ＳＡＫＵＲＡ
をお披露目いたします。

「ＳＡＫＵＲＡ
テーマとし、多くのカップルにご利用いただい
とコーディネート
博しました。華やかさの中にも落ち着いたラグジュアリーな印象のある季節感溢れる
コーディネートが
することといたしました
ご披露宴の方を対象とした限定特典も

新たな発表の場となる
総料理長 市川博史による料理説明、生演奏付きフルコース賞味会や館内全ての式場での
模擬挙式に加え、新コーディネート展示など、京王プラザホテル
こだわりを一日で存分にご体感いただけるイベント満載のウエディングフェアです

■バレンタインウエディング■バレンタインウエディング■バレンタインウエディング■バレンタインウエディング
日時：2 月 11 日（
内容： 

賞味会（2 名様
※賞味会と衣裳試着体験はどちらかの参加となります。

模擬挙式 神殿
約 50 種類のドレス・和装

◆計 4 種類のフォトスポットの展示
British  Style

◆会場コーディネート展示
アイテムブース（衣裳室、写真、装花、印刷物、司会、音響照明、映像など）

ＳＡＫＵＲＡＳＡＫＵＲＡＳＡＫＵＲＡＳＡＫＵＲＡ    
＜適用期間＞2021

＜料金＞30 名様

＜内容＞料理、飲物、イミテーションケーキ、室料、控室料、着付室料

    ゲストテーブルフラワー、メインテーブルフラワー、音響照明料（オペレーター付）

    テーブルコーディネート料、チェアカバーまたは会場専用チェア

    アテンド、招待状、メニュー、席札、スタジオ写真（

特典＞挙式料 30

    結婚一周年記念宿泊ご招待
    ※宴会場「扇」をご利用の場合は、プロジェクションマッピング付

4:30p.m.以降の限定特典》
    挙式料

◎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

「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の

「ＳＡＫＵＲＡ「ＳＡＫＵＲＡ「ＳＡＫＵＲＡ「ＳＡＫＵＲＡ

年 2 月 11 日（火・祝

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

感のあるコーディネートの新プラン「ＳＡＫＵＲＡ
をお披露目いたします。 

「ＳＡＫＵＲＡ ＷＥＤＤＩＮＧ
テーマとし、多くのカップルにご利用いただい
とコーディネート、卓上装花

華やかさの中にも落ち着いたラグジュアリーな印象のある季節感溢れる
コーディネートがお客様からの評価も高かった
することといたしました。
ご披露宴の方を対象とした限定特典も

新たな発表の場となる 2
市川博史による料理説明、生演奏付きフルコース賞味会や館内全ての式場での

挙式に加え、新コーディネート展示など、京王プラザホテル
こだわりを一日で存分にご体感いただけるイベント満載のウエディングフェアです

■バレンタインウエディング■バレンタインウエディング■バレンタインウエディング■バレンタインウエディング
日（火・祝）10：00a.m.

名様 10,000 円／和洋折衷メニュー・ドリンク付）
※賞味会と衣裳試着体験はどちらかの参加となります。

神殿「高砂」/
ドレス・和装

種類のフォトスポットの展示
British  Style」「Romantic Garden

◆会場コーディネート展示
アイテムブース（衣裳室、写真、装花、印刷物、司会、音響照明、映像など）

    ＷＥＤＤＩＮＧＷＥＤＤＩＮＧＷＥＤＤＩＮＧＷＥＤＤＩＮＧ
2021 年 1 月 1 日（金

名様 890,000 円（お一人様追加

料理、飲物、イミテーションケーキ、室料、控室料、着付室料

ゲストテーブルフラワー、メインテーブルフラワー、音響照明料（オペレーター付）

テーブルコーディネート料、チェアカバーまたは会場専用チェア

アテンド、招待状、メニュー、席札、スタジオ写真（

30％割引、衣裳特別割引

結婚一周年記念宿泊ご招待
※宴会場「扇」をご利用の場合は、プロジェクションマッピング付

以降の限定特典》
60％割引、ご両親の宿泊プレゼント

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

「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の

「ＳＡＫＵＲＡ「ＳＡＫＵＲＡ「ＳＡＫＵＲＡ「ＳＡＫＵＲＡ    ＷＥＤＤＩＮＧＷＥＤＤＩＮＧＷＥＤＤＩＮＧＷＥＤＤＩＮＧ

日（火・祝）バレンタインウエディングフェアにて

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、
フェアにおいて、「桜」をテーマとし

感のあるコーディネートの新プラン「ＳＡＫＵＲＡ

ＷＥＤＤＩＮＧ ＰＬＡ
テーマとし、多くのカップルにご利用いただい

、卓上装花が会場を華やかに彩ることで、
華やかさの中にも落ち着いたラグジュアリーな印象のある季節感溢れる

お客様からの評価も高かった
。またこのプランでは、

ご披露宴の方を対象とした限定特典も 2

2 月 11 日（火・祝）
市川博史による料理説明、生演奏付きフルコース賞味会や館内全ての式場での

挙式に加え、新コーディネート展示など、京王プラザホテル
こだわりを一日で存分にご体感いただけるイベント満載のウエディングフェアです

■バレンタインウエディング■バレンタインウエディング■バレンタインウエディング■バレンタインウエディングフェアフェアフェアフェア    【要予約】【要予約】【要予約】【要予約】
00a.m.～7：30p.m

円／和洋折衷メニュー・ドリンク付）
※賞味会と衣裳試着体験はどちらかの参加となります。

/「チャペル 
ドレス・和装よりお選びいただける

種類のフォトスポットの展示 
Romantic Garden」「薔薇の舞踏会」「アリスのウエディングパーティ」

◆会場コーディネート展示 ◆お料理・お飲物・生ケーキの展示
アイテムブース（衣裳室、写真、装花、印刷物、司会、音響照明、映像など）

ＷＥＤＤＩＮＧＷＥＤＤＩＮＧＷＥＤＤＩＮＧＷＥＤＤＩＮＧ    ＰＬＡＮＰＬＡＮＰＬＡＮＰＬＡＮ
日（金･祝）～

円（お一人様追加

料理、飲物、イミテーションケーキ、室料、控室料、着付室料

ゲストテーブルフラワー、メインテーブルフラワー、音響照明料（オペレーター付）

テーブルコーディネート料、チェアカバーまたは会場専用チェア

アテンド、招待状、メニュー、席札、スタジオ写真（

、衣裳特別割引

結婚一周年記念宿泊ご招待、ご列席者
※宴会場「扇」をご利用の場合は、プロジェクションマッピング付

以降の限定特典》 
％割引、ご両親の宿泊プレゼント

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

「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の

ＷＥＤＤＩＮＧＷＥＤＤＩＮＧＷＥＤＤＩＮＧＷＥＤＤＩＮＧ

バレンタインウエディングフェアにて

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、
において、「桜」をテーマとし

感のあるコーディネートの新プラン「ＳＡＫＵＲＡ

ＰＬＡＮ」は
テーマとし、多くのカップルにご利用いただいてき

会場を華やかに彩ることで、
華やかさの中にも落ち着いたラグジュアリーな印象のある季節感溢れる

お客様からの評価も高かったことから、
またこのプランでは、

2つご用意いたします。

（火・祝）のバレンタインウエディングフェア
市川博史による料理説明、生演奏付きフルコース賞味会や館内全ての式場での

挙式に加え、新コーディネート展示など、京王プラザホテル
こだわりを一日で存分にご体感いただけるイベント満載のウエディングフェアです

【要予約】【要予約】【要予約】【要予約】※一部有料あり※一部有料あり※一部有料あり※一部有料あり
30p.m．【二部制】

円／和洋折衷メニュー・ドリンク付）
※賞味会と衣裳試着体験はどちらかの参加となります。 

「チャペル グラスシェル」
よりお選びいただける試着体験

」「薔薇の舞踏会」「アリスのウエディングパーティ」
◆お料理・お飲物・生ケーキの展示

アイテムブース（衣裳室、写真、装花、印刷物、司会、音響照明、映像など）

ＰＬＡＮＰＬＡＮＰＬＡＮＰＬＡＮ    ２０２１２０２１２０２１２０２１
）～2021 年 3 月

円（お一人様追加 24,000 円）

料理、飲物、イミテーションケーキ、室料、控室料、着付室料

ゲストテーブルフラワー、メインテーブルフラワー、音響照明料（オペレーター付）

テーブルコーディネート料、チェアカバーまたは会場専用チェア

アテンド、招待状、メニュー、席札、スタジオ写真（

、衣裳特別割引、新郎新婦当日（または前日）宿泊

ご列席者の宿泊特別割引
※宴会場「扇」をご利用の場合は、プロジェクションマッピング付

％割引、ご両親の宿泊プレゼント

ご予約／０１２０－８８１－８８５【ウエディング直通】

企画広報 杉浦 

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

「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の

ＷＥＤＤＩＮＧＷＥＤＤＩＮＧＷＥＤＤＩＮＧＷＥＤＤＩＮＧ    ＰＬＡＮ」をＰＬＡＮ」をＰＬＡＮ」をＰＬＡＮ」を

バレンタインウエディングフェアにて

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は、2 月
において、「桜」をテーマとし

感のあるコーディネートの新プラン「ＳＡＫＵＲＡ ＷＥＤＤＩＮＧ

」は昔から日本人に親しみのある「桜」を
てきた人気のプランです。

会場を華やかに彩ることで、列席者を含む
華やかさの中にも落ち着いたラグジュアリーな印象のある季節感溢れる

とから、この度
またこのプランでは、6 つの特典に加え

つご用意いたします。

のバレンタインウエディングフェア
市川博史による料理説明、生演奏付きフルコース賞味会や館内全ての式場での

挙式に加え、新コーディネート展示など、京王プラザホテル
こだわりを一日で存分にご体感いただけるイベント満載のウエディングフェアです

※一部有料あり※一部有料あり※一部有料あり※一部有料あり
部制】 10：00a.m.

円／和洋折衷メニュー・ドリンク付）
 

シェル」/「プラザチャペル」
試着体験 

」「薔薇の舞踏会」「アリスのウエディングパーティ」
◆お料理・お飲物・生ケーキの展示

アイテムブース（衣裳室、写真、装花、印刷物、司会、音響照明、映像など）

２０２１２０２１２０２１２０２１ 
月 31 日（水）

円） 

料理、飲物、イミテーションケーキ、室料、控室料、着付室料

ゲストテーブルフラワー、メインテーブルフラワー、音響照明料（オペレーター付）

テーブルコーディネート料、チェアカバーまたは会場専用チェア

アテンド、招待状、メニュー、席札、スタジオ写真（2ポーズ）、サービス料、税金

、新郎新婦当日（または前日）宿泊

の宿泊特別割引
※宴会場「扇」をご利用の場合は、プロジェクションマッピング付

％割引、ご両親の宿泊プレゼント ※2 室 4

ご予約／０１２０－８８１－８８５【ウエディング直通】

 陽子 ・ 小田

０３－３３４６－２４７９

２０２０

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

「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の

ＰＬＡＮ」をＰＬＡＮ」をＰＬＡＮ」をＰＬＡＮ」を刷新！刷新！刷新！刷新！

バレンタインウエディングフェアにて

月 11 日（火・祝）に開催する
において、「桜」をテーマとし、春らしさ

ＷＥＤＤＩＮＧ ＰＬＡＮ

昔から日本人に親しみのある「桜」を
た人気のプランです。

列席者を含む
華やかさの中にも落ち着いたラグジュアリーな印象のある季節感溢れる

この度内容を一部刷新しご用意
つの特典に加え

つご用意いたします。 

のバレンタインウエディングフェア
市川博史による料理説明、生演奏付きフルコース賞味会や館内全ての式場での

挙式に加え、新コーディネート展示など、京王プラザホテルのウ
こだわりを一日で存分にご体感いただけるイベント満載のウエディングフェアです

※一部有料あり※一部有料あり※一部有料あり※一部有料あり 
00a.m.～/3：30p.m.

円／和洋折衷メニュー・ドリンク付） 

プラザチャペル」

」「薔薇の舞踏会」「アリスのウエディングパーティ」
◆お料理・お飲物・生ケーキの展示 

アイテムブース（衣裳室、写真、装花、印刷物、司会、音響照明、映像など）

日（水） 

料理、飲物、イミテーションケーキ、室料、控室料、着付室料 

ゲストテーブルフラワー、メインテーブルフラワー、音響照明料（オペレーター付）

テーブルコーディネート料、チェアカバーまたは会場専用チェア 

ポーズ）、サービス料、税金

、新郎新婦当日（または前日）宿泊ご

の宿泊特別割引 
※宴会場「扇」をご利用の場合は、プロジェクションマッピング付

4 名様まで 

ご予約／０１２０－８８１－８８５【ウエディング直通】

小田 力 ・ 濱谷

 
０３－３３４６－２４７９ 

２０年１月２

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    

「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の「桜」をテーマにしたテーブルコーディネートが評判の    

刷新！刷新！刷新！刷新！    

バレンタインウエディングフェアにて発表 

日（火・祝）に開催する
春らしさを強調した

ＰＬＡＮ ２０２１」

昔から日本人に親しみのある「桜」を
た人気のプランです。淡い桜の色合い

列席者を含むお二人の好評を
華やかさの中にも落ち着いたラグジュアリーな印象のある季節感溢れる

内容を一部刷新しご用意
つの特典に加え 4:30p.m.以降の

のバレンタインウエディングフェア
市川博史による料理説明、生演奏付きフルコース賞味会や館内全ての式場での

のウエディングの
こだわりを一日で存分にご体感いただけるイベント満載のウエディングフェアです。

30p.m.～ 

プラザチャペル」 

」「薔薇の舞踏会」「アリスのウエディングパーティ」
 ◆引出物の

アイテムブース（衣裳室、写真、装花、印刷物、司会、音響照明、映像など） 

ゲストテーブルフラワー、メインテーブルフラワー、音響照明料（オペレーター付）

ポーズ）、サービス料、税金

ご招待 

※宴会場「扇」をご利用の場合は、プロジェクションマッピング付 

 

ご予約／０１２０－８８１－８８５【ウエディング直通】 

濱谷 愛美 

年１月２９日 

日（火・祝）に開催する
強調した高級
２０２１」

昔から日本人に親しみのある「桜」を  
桜の色合い

好評を
華やかさの中にも落ち着いたラグジュアリーな印象のある季節感溢れる   

内容を一部刷新しご用意
以降の    

のバレンタインウエディングフェアは    
市川博史による料理説明、生演奏付きフルコース賞味会や館内全ての式場での 

エディングの    
。 

」「薔薇の舞踏会」「アリスのウエディングパーティ」 
◆引出物の展示       

ゲストテーブルフラワー、メインテーブルフラワー、音響照明料（オペレーター付） 

ポーズ）、サービス料、税金 

   

    

    

    

       


