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少人数婚礼の需要が増加！大切な人と過ごすアットホームなホテルウエディング

密を避けたこの時代ならではの少人数婚礼プラン

「スイートルーム ラグジュアリー＆プライベートウエディング」
を提供開始
～節目のタイミングを、しっかり感謝を伝える記念日に～

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：山下 信典）は、スイートルームを活用して、よりプ
ライベートな空間での家族婚や少人数での挙式・会食を行うプラン「スイートルーム ラグジュアリー
＆プライベートウエディング」を 2021 年 3 月 27 日（土）より提供いたします。
◇変わる婚礼スタイル。2020 年は半数以上が 20 名以下の挙式披露宴。少人数婚礼の需要が増加！
新型コロナウイルスの感染拡大により、従来の大人数ではなく、家族や身近なゲストだけを招待しア
ットホームな空間で行う少人数婚礼の需要が増えています。
当ホテルにおいても、2020 年に行った挙式披露宴の半数以上が 20 名以下での実施となり、2019 年と
比べて 20%以上増加しています。
一方で、多くの人を招いて盛大に挙式披露宴を行いたいというご希望がありつつも、友人や会社の方
にお声掛けすることに対するコロナ禍ならではの配慮から、挙式披露宴を延期や中止にするか、少人数
で行うかで悩まれるカップルも多くいらっしゃいます。
◇スイートルームを活用した新しい婚礼スタイル！最大 12 名で夫婦の門出を祝福
コロナ禍で増えた少人数婚礼の需要を受け、スイートルー
ムのよりプライベートな空間で、密を避けて安心安全にお過
ごしいただける 2 つの少人数婚礼プランをご用意。アットホ
ームな雰囲気の中、大切な方との時間をゆっくりとお過ごし
いただけます。
いずれのスイートルームプランも、「皆さまをお招きした
祝宴も後日実施したい！」という多くのご要望を叶えるべ
く、少人数婚礼を行った後、2 年以内に改めてホテル椿山荘
東京にて披露宴を催す場合に、パーティー時のドレス・タキ
シードがサービスとなる特典をご用意しております。
また、ご希望に合わせて挙式スタイルやお食事のスタイルがお選びいただける、家族婚・会食をお考
えの方にぴったりの期間限定プランもご用意。
少人数婚礼プランでは、長期のご準備を要せず、節目のウエディングが叶えられます。夫婦としての
スタートを切る大事な節目のタイミングで、ご家族をはじめ、大切な方々に感謝の気持ちを伝える特別
な一日をホテル椿山荘東京にてお過ごしください。

プラン概要
◇「スイートルーム ラグジュアリー＆プライベートウエディング」
～密を避けて 3 つのスイートルームを活用したウエディングスタイル～
挙式やフラワーシャワーを皆さま揃って執り行い、おふたりの門出を祝福。
その後は、新郎新婦から列席の方々へ感謝を伝えるお食事のプレゼントとして、ホテル椿山荘東京の最高ク
ラスのスイートルームで、ご家族単位でのお食事の場をご用意。
新郎新婦が 2 つのスイートを順に訪問し、プライベートな空間で感謝を伝えることができるプランです。
また、新婚旅行に行くことも悩ましいこの頃。新郎新婦のお二人には、東京雲海や幻想的なライトアップが
非日常感を与える庭園を有するホテルでの 2 泊目をご用意。スパやトリートメントのご利用付きで、旅行に
来たかのような特別な時間をお過ごしいただけます。
■販売期間
■料金
■内容

■宿泊
■特典
■URL

：2021 年 3 月 27 日（土）～8 月 31 日（火）までの挙式
：2,000,000 円～
※消費税・サービス料込
：挙式（チャペル）
、フラワーシャワー、
“ハツコ エンドウ ウェディングス”の
ウエディングドレス＆タキシード、美容着付（お部屋での新郎着付＆新婦ヘアメイク
＆着付）
、姿見、介添え、12 名様までの料理、乾杯シャンパン、室料、控室
※お食事 ロイヤルスイート 6 名様 / プレジデンシャルスイート 6 名様でご用意
：ご新郎ご新婦様は、アンバサダースイート 2 泊（90 分のトリートメント・スパ付き）
ご列席者様は、ロイヤルスイート / プレジデンシャルスイート 各 1 泊（4～6 名様）
：2 年以内の当ホテルでのパーティー（40 名様以上）でお召しいただける
ドレス・タキシードをサービス（32 万円相当／レンタル）
：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/wedding/plan/suite-luxury/

◇「スイートルーム アットホーム ウエディング」
～いい夫婦の願いを込めた価格設定で、コンパクトに、リーズナブルに～
普段なかなか入ることのできない眺望のよいスイートルームで、我が邸宅に招くかのようなアットホームな
雰囲気の中で 1 室に集まり、本当に大切な方とゆっくりお祝いできるプラン。
お食事会場のスイートルームは、そのまま新郎新婦がご滞在いただく部屋となるので、会食の後は、ルーム
サービスなどのオプションメニューで時間を気にせずにお話しをお楽しみいただけます。
■販売期間
■料金
■内容

■宿泊
■特典
■URL

：2021 年 3 月 27 日（土）～8 月 31 日（火）までの挙式
：1,122,000 円～
※消費税・サービス料込
：挙式（チャペル）
、フラワーシャワー、
“ハツコ エンドウ ウェディングス”の
ウエディングドレス＆タキシード、美容着付（新郎着付＆新婦ヘアメイク＆着付）
、
介添え、6 名様までの料理、乾杯シャンパン、室料、控室
※お食事 ロイヤルスイート 6 名様
：ご新郎ご新婦様は、ロイヤルスイート 1 泊
ご列席者様は、プライムスーペリア 1 泊 2 室
：2 年以内の当ホテルでのパーティー（40 名様以上）でお召しいただける
ドレス・タキシードをサービス（32 万円相当／レンタル）
：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/wedding/plan/suite-home/

このほか、コンパクトに挙式とご会食を組み合わせた少人数でのプランもご用意いたしております。
◇ご家族婚・ご会食をお考えのお二人にお得な期間限定プラン
ご家族婚・ご会食など少人数婚礼をお考えのお二人に、ご宿泊を伴わないお得な期間限定プランもご用意。
庭園内の本格料亭での和婚や、ホテルのラグジュアリーなスモールバンケットなど、ご希望に合わせてご提
案いたします。

■販売期間
■料金

■内容

■URL

：2021 年 4 月 1 日（木）～8 月 31 日（火）までの挙式
※2021 年 3 月 23 日以降に初めてご来館いただきご成約のお客様
：キリスト教式プラン
6 名様 819,170 円/20 名様 1,151,920 円
神前式プラン
6 名様 686,070 円/20 名様 1,018,820 円
＊1 名様増料金 22,385 円
※いずれも消費税・サービス料込
※7、8 月はさらにお得なご優待あり。詳細は来館時にお問合せください。
※【平日限定特典】挙式料全額プレゼント
：挙式（選べる 3 つのチャペル・3 つの神殿※式場により差額あり）
、料理、飲物、衣装
（新郎新婦 各１点ずつ（ホテル内コスチュームサロン：TAKAMI BRIDAL、ハツコ
エンドウ ウェディングス、他）
）
、披露宴室料（緑美しいガーデンビューの会場他、豊
富なラインナップからチョイス、60,000 円分含む。*料金は披露宴会場により異な
る）
、控室料（挙式前控室、披露宴前控室）
、美容着付（事前美容相談含む）
、介添料、
装花（ゲストテーブル装花）
、写真（ホテル内スタジオ写真１ポーズ、スナップアルバ
ム 1 冊（120 カット納品データ含む）
）
、印刷物（席札、メニュー表）
、挙式 DVD
：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/wedding/plan/small-luxury-2/

＜ウエディングに関するご予約・お問い合わせ＞
■TEL
：03-3943-0417
■営業時間
：11:00～19:00（土日祝 10:00～19:00）※定休日 火曜日（祝除く）

ホテル椿山荘東京とは
ホテル椿山荘東京は、都心にありながら、森のような庭園の中に建つホテルです。「世界をもてな
す、日本がある。」をコンセプトに、美しい自然の中で、日本のもてなしの心と、世界基準のサービス
スタンダードをご体感いただける空間や時間をご提供しています。
267 室の客室では、第二の我が家のようにお寛ぎいただけるよう充実した機能やアメニティを備え
るだけでなく、都心のパノラマ、またはガーデンビューをご堪能いただけます。そのほか、庭園内や館
内の 9 つのレストラン、自然光を感じられる直営のスパ・トリートメント施設、最大 2,000 名様までご
利用いただける大会場を含む 38 の宴会場、チャペル・神殿、理・美容室、フォトスタジオなどを完備
しています。
散策できる広大な庭園には、国の有形文化財の三重塔や茶室、史跡があり、また春の桜、きらめく新
緑、初夏の蛍、夏の涼やかな滝のしぶき、紅葉、雪景色の中の椿と、四季の風情が東京にいることを忘
れさせる特別なひとときをお過ごしいただけます。
ホテル椿山荘東京は、「フォーブス・トラベルガイド」が発表した格付けの「ホテル部門」・「スパ
部門」では、おかげさまで名だたるホテルが並ぶ 4 つ星を獲得できました。また、特に最高級の施設と
サービスにより、記憶に残る体験を提供するホテルとして認められ「プリファードホテルズ & リゾー
ツ」の「L.V.X. Collection」に加盟いたしております。
本件に関するお問い合わせ先
藤田観光株式会社 ホテル椿山荘東京 マーケティング部門
担当：武村、小田
TEL. 03-3943-5506（直通）FAX. 03-3943-1172 Email: pressroom@hotel-chinzanso.com

ホテル椿山荘東京 PR 事務局
担当：馬場、森川、児玉
TEL:03-6863-3377 Email: hotel-chinzanso-tokyo@scramble.jp
※ホテル名を記載いただく際は、正式名称の「ホテル椿山荘東京」でお願いいたします。

