
 

 

 

 

 

 

 

 

 

For the Bride and Groom,   

wishing you a wonderful beginning! 

Congratulations! 

Welcome to budoonomori 
 

 

 

ご婚約おめでとうございます 

 

おふたりの記念日を最高の一日とするため 

本日から様々なお手伝いをさせていただきます 

 

お打合せの際にはこちらのウェディングブックを 

ご覧いただきながら進めることがございます

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEDDING ＳＣＨＥＤＵＬＥ  ～スケジュール～ 

＜お申込＞                                               

□お申込書に必要事項を明記の上、お申込金（50,000円）を添えてお申込下さい 

□お衣裳の試着、ご決定 

□結婚指輪のご準備 

□ご招待客リストの作成 

□ハネムーンのお申込 

□お 2人のこだわり、テーマ、イメージ等を考える 

□二次会会場のご予約（当社支店でのご予約も承ります） 

□前撮り、写真撮りの打合せ 

 

＜約 90日前＞                                               

□プランナーとのプランニング、打合せ開始 

□ご招待状の打合せ、文面、部数を決定し印刷 

□ご招待状の宛名書き、発送 

□ご披露宴でのスピーチ、余興、乾杯、受付等のご依頼 

□送迎バス（ご乗車リストの作成）、ご宿泊のご予約 

□手作りするアイテムの準備 

 

＜約 60日前＞                                              

□ご披露宴の打合せ（装花、写真、映像、演出、司会など） 

□お料理のご検討、ご試食 

□ブライダルエステ、ネイルのご予約 

□ご列席者の着付、ヘアセットのご予約 

 

＜約 30日前＞                                              

□ご招待状の返信ハガキの締切り 

□お席次表、引出物確認表の作成 

□テストメイクでヘアメイクの打合せ 

□お内金（お見積りの 50％）のお預かり 

□ご披露宴の BGMの検討 

 

＜約 14日～7日前＞                                          

□各アイテムの最終決定 

□ご人数の最終決定 

□最終お見積りの作成 

□お持込品の確認、搬入 

□進行の最終確認 

 

＜挙式当日＞                                              

安心して最高の一日をお過ごしください 

 

＜約 10日後＞                                                

□残金のお支払い（ご結婚式後、7日以内にご請求書を発行いたします） 

□お祝いを頂いた方へ、内祝の品を贈る 

□結婚報告ハガキの発送 
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第１回…招待状、プランニングの打合せ 

最初の打合せは３～４カ月前で、ゲスト決定がメイン。頭でイメージするのではなく、実際にリストにしてご持参下さい。 

あわせて招待状も決定し、依頼。自作の場合は作成にとりかかります。 

アイテムを検討する。また、どんな雰囲気の式や披露宴にしたいのかおおまかに話し合っておいてね。 

第２回…装花、写真、映像の打合せ 

次は招待状投函後、いよいよウエディングケーキのデザイン・装花・写真・映像などのアイテムの打合せが 

始まります。どんな装飾にしたいのか、どの範囲まで写真・映像の撮影がしたいのか話し合っておいてね。 

第３回…進行の打合せ 

第 1回打合せのプランニングをもとに進行を作成。雰囲気作りのためのＢＧＭを検討します。 

また、席次表や引出物の検討も始まるので早めに親御様に相談してみて。 

第４回…試食、司会の打合せ 

お料理や飲み物を検討する。お 2人のご希望をもとに料理長自ら腕を振るう試食会はぜひ参加を。 

（お料理は半額で試食できます）また、進行をもとに当日担当する司会者と直接打合せを行います。 

第５回…テストメイク、引出物、席次表の打合せ 

美容師とヘアメイクの相談をするよ。鏡に映る姿をチェックしながら、小さいことでも美容師に要望を伝えて。 

「こんなスタイルにしたい」という希望は、写真や画像などを持参するとイメージ共有しやすくおすすめ。 

また、席次表や引出物を決定していきます。 

第６回…ラストチェック、荷物持込 

ここでは何かを決めるのではなく、進行、アイテムの内容や個数、列席者のケアや当日の段取り、スケジュールなどの

確認がメイン。誰にどの引出物を渡すのかなども最終的に確認を行います。ほかに不安なことがあれば、ここで確認を。 

 

 

 

 

 

打合せについて 
結婚式までの打合せ内容を 6つのカテゴリーにまとめました 
今すべきことやこの先やることをチェックしながら準備を進め、幸せな一日を晴れやかに迎えよう！ 



――第１回打合せ―― 

プランニング                                   

お二人のこだわりや、結婚式のイメージをお伺いし、当日のテーマやコンセプトをプランナーと一緒に考え

ていきます。結婚式で叶えたいこと、伝えたいことなど、ゲストの顔ぶれを想像しながら結婚式のイメージ

をプランナーにお伝えください。また、アイテムのご希望もお伺いしますので、お持込されるものなどがあ

れば、事前に確認をお願いします。 

 

招待状                                     

招待状のデザイン、文面、差出人（新郎新婦/親御様）、部数、宛名書き（筆耕）の有無など、招待状につい

て検討します。差出人を親御様にするか、おふたりの名前にするかによって文面は変わってきます。 

オリジナル文面も可能です。（別途追加料金）差出人を誰にするか、文面をどれにするかなど、自分たちだ

けでは決められない部分も多いので、先に親御様のご要望をリサーチしてから打合せをするとスムーズです。 

 

＞招待客リストを作成 

打合せ開始前の早いうちから、お互いの招待客リストを作成しておくと打合せがスムーズに。 

正確な漢字や読み方はもちろん、住所や郵便番号も確認を。時間がかかる作業なので、なるべく早めに取り

掛かりましょう。また、受付/祝辞/乾杯など依頼する方も考えておくとスムーズです。 

 

 

その他                                       

＞宿泊、交通手段を確認 

遠方からのゲストに宿泊や交通手段の手配が必要かを確認。 

親族分の費用負担をどうするか親御様に確認を。ご紹介できる宿泊施設もあるので気軽に相談して。 

 

＞列席ゲストの衣装・美容が必要かどうかを確認 

会場で衣裳レンタルを希望する親族がいるかを確認。 

着付やヘアメイクが必要かも聞いておくと安心。お支払いについても親御様と相談して。 

 

 

▼第 1回打合せの前に～事前にチェックしておくとスムーズ！～▼ 

□結婚式のイメージ、やりたいこと、ゲストの顔ぶれなどを考えておく 

□希望するアイテム（写真、映像、演出、装花、衣裳など）の有無、手作りするものの確認。 

□招待客リストを作成する。受付 祝辞 乾杯 余興など依頼する方を考えておく。 

□招待状の差出人を二人の名前で出すか、親御様の名前で出すか。宛名書きを自分達でするかどうか。 

□宿泊、バス、タクシーなど、必要なゲストがいるかどうか確認する。 

□衣裳レンタルを希望するご家族やゲストを確認。着付やヘアメイクの有無も一緒に確認する。 
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――第 2回打合せ―― 

装花                                   

専属のフローリストと、当日のコーディネート内容について打合せを行います。 

当日の装花は、お 2人をより一層素敵に引き立て、ゲストの皆様をおもてなしする役割があります。 

＜見本や資料をみながら相談＞ イメージの写真や画像があればぜひお持ちください。 

装花や衣裳とのバランスも考えながら、テーブルクロスやナフキンの色も検討します。 

 

 

写真                                      

記念写真、スナップアルバムについて、写真スタッフと打合せを行います。 

＜写真をどんな形で残したいかを考える＞記念写真、スナップアルバムなど、どんな風にお写真を残したい

か実物を見ながら検討する。親御様にも相談してみて。 

＜撮りたいスナップイメージを考える＞ 

どこからどこまで撮ってもらうのか、どんなシーンを撮ってほしいのかイメージしておいて。 

また、記念写真や集合写真をご親族の方に渡すための焼き増しが必要かどうかなど、親御様に確認を。 

 

 

動画撮影（オープニング、プロフィール、エンディング等の各ムービー）、演出 

動画撮影やご披露宴の演出について、担当スタッフと打合せを行います。 

＜撮影希望シーン、演出を考える＞ 

サンプルムービーをご覧いただき、具体的な打合せを行います。 

写真同様に、どんなシーンを撮ってほしいかを考えておいて。挙式前のお支度の様子を撮るかどうかも考え

てみて。ご披露宴中の演出なども、サンプル映像をご覧いただきながらご提案させていただきます。 

 

 

ウエディングケーキ                                          

＜ケーキの種類やデザインを決める＞ 

いくつかあるデザインの中から候補を選ぶことができます。ぶどうの森ならではのオリジナルデザイン 

ケーキのオーダーも可能！イメージ写真を持参して、形や味のイメージを考えておくとスムーズ。 

 

 

▼第 2回打合せ前に ～事前にチェックしておくとスムーズ！～▼ 

□装花、コーディネートイメージの写真や画像を集めておく 

□写真をどのように残すか、二人で相談する。親御様にも相談する。 

□動画撮影、演出について考える。 

□ウエディングケーキの希望のデザイン、味を検討する。 

-6- 



――第 3回打合せ―― 

打合せも中盤となってきました！今まで打合せをしてきた内容を一度振り返ってみて、 

変更点がないかどうか、見積もりに変更はないかどうかなど、何でも相談してくださいね。 

 

 

進行                                    

第２回の打合せまでに決めたことやゲストの顔ぶれをもとに、当日の進行をプランナーと一緒に考えます。 

 

 

ＢＧＭ                                             

絶対これがいい！という曲が決まっているお二人はぜひお好きな曲を。 

決まっていなければいきなり選ぶのは難しいので、日頃から気になる曲があったら書き留めるなどチェック

しておいて。 

 

＜ＢＧＭの決め方＞ 

まずは、どこまでお二人で準備するかを考える。 

□すべてぶどうの森におまかせ  □おまかせ＆お二人で選曲  □すべてお二人で選曲 

 

＜ＢＧＭの準備方法＞ 

お二人で BGMを準備する場合は、CD原盤にてご用意ください。 

その際は、必ず１週間前までに会場へお持ち込み頂き、再生できるかチェックを。 

 

▼第 3回打合せ前に～事前にチェックしておくとスムーズ！～▼ 

□当日やりたいこと、やりたくないことなど、イメージしてみよう。 

 

  

Memo 
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――第 4回打合せ―― 

お料理と飲み物                                 

ぶどうの森 特選のお料理と飲み物の各種プランをご提案しています。 

お料理は季節によりメニューが異なります。お料理については、試食＆打合せをお勧めしております。 

 

＜婚礼試食の実施＞ 

ご希望日の 2週間前までにご希望の日程をお伝えください。 

ご希望コースの半額にてお召し上がりいただけます。また、2コースまでの食べ比べも可能です。 

尚、親御様と 6名様でお越し頂くと４名様分のお値段でご試食頂けます。 

 

＜特別メニューやお子様ランチの有無＞ 

お二人の思い出の料理や出身地の素材を使った料理など特別な希望があれば考えておいて。 

また、アレルギーのあるゲストの有無、お子様ランチの有無なども事前に確認しておいて。 

 

 

司会者との打合せ                                 

完成した進行表をもとに、司会者と具体的な打合せを行います。 

紹介してもらうゲストの名前の読み方や肩書に間違いがないか、事前に十分確認しておいて。 

また、打ち合わせの前にプロフィールに記入を。子供の頃のエピソードや経歴などをご記入下さい。 

司会者に伝えてほしいこと、言ってほしくないことなどもあればちゃんと伝えて。 

 

 

 

▼第 4回打合せ前に～事前にチェックしておくとスムーズ！～▼ 

□席次表の作成 

まずは招待状に同封した返信はがきで出欠確認。 

親族の席については、親御様にお願いをして決めておいてもらうとスムーズ！ 

友人や会社関係はお二人で。また、車いすのゲストや、赤ちゃん連れや妊婦のゲストにも配慮した配席を。 

□引出物を検討する 

基本は割り切れない数、3品、5品、7品でご用意します。 

お互いの家や地域のしきたりがないか、親御様の希望を聞いておくとスムーズ。 

また、親族、友人、会社関係によってご祝儀額も変わってくるので、贈り分けすることも検討して。 

□プロフィールを記入する 

 

 Memo 
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――第 5回打合せ―― 

ヘアメイクリハーサル                                 

＜イメージ資料を集める＞SNSや雑誌などを参考に、なりたい自分をイメージ。言葉だけで伝えるのは難し

いので、写真や画像を集めて用意しよう。 

＜着用衣裳の写真を用意＞ヘアメイクは衣裳に合わせてコーディネートするもの。当日着る衣裳の写真は全

点用意しておくとイメージもしやすいよ。 

 

 

席次表と引出物の決定                                   

＜席次表の確認＞ 

名前や肩書に間違いがないかよく確認を。 

席次表、席札、引出物札のデザインを決めます。招待状と違うデザインでも◎ 

 

＜引出物の確認＞ 

引出物をどなたにどの商品をお渡しするのかを、席次表を確認しながらお伺いします。 

プチギフトやお子様プレゼント、親御様への記念品などもご相談下さい。 

 

 

――第 6回打合せ―― 

 

  いよいよ最後の打合せとなります。 

今まで打合せでお話をさせていただいた全ての内容について、確認をさせていただきます。 

  当日おくつろぎいただけるよう、ご不安な点は全てプランナーにお話し下さい。 

 

  最終打合せにお越しになる前に、もう一度ご確認ください。 

・席次表は完成しましたか？ 

   急なご出席やご欠席のご連絡がなかったかもう一度ご確認ください。 

   

・専任のスタッフとの打合せでお決めになった商品の変更はありませんか？ 

   装花、写真、映像、引出物など料金や個数など変更点がないかご確認ください。 

 

・ゲストに関するご依頼はよろしいでしょうか？ 

   親御様やご親族の衣裳、バス、タクシー、宿泊など、ゲストに関するご依頼はよろしいでしょうか。 

 

・ご準備物は全てご用意できましたか？ 

ウエルカムボード、ご自作されたペーパーアイテムなど事前にお預かりさせていただきます。 

お車代、御礼代、指輪などの貴重品は、当日お持ちください。 
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――衣裳―― 

お衣裳は会場コーディネートや装花のイメージとも関わってくるので、打合せ開始前に決めておくと準備がスムーズ

です。ぶどうの森では理想の衣裳に出会える、3つの衣裳店と提携しています。 

 

店名 電話番号 定休日 営業時間 住所 

ブライダルハウス 

KOTOBUKI 金沢店 
(076)263-8000 火・水曜 

10：00-18：00 金沢市本町 1-1-8 

※完全予約制 10時 13時 16時 

ブライダル みつ和 (076)221-3188 水・木曜 10：00-18：00 金沢市尾張町 2-5-14 
 

レクテュール ドゥ    

ミニュイ 
(076)225-8816 不定休 11：00-19：00 

金沢市幸町 2-2      

ビューシャトー2F  

 

 

 

衣裳決定までの流れ 

① 希望の衣裳、理想の姿をイメージ 

当日の衣装点数、前撮り・写真撮りの衣装点数を考えてみよう。 

例）新婦…ウエディングドレス、カラードレス、白無垢、色打掛、振袖    新郎…タキシード、紋付袴 

試着する際のポイントは、理想の姿をイメージおくこと！好きなテイストの写真をピックアップしておくとスムーズ。 

↓ 

② 衣裳店へ試着予約 

衣裳店でのご試着は完全予約制です。必ず事前にお電話ください。 

ご予約時にぶどうの森で挙式をすること、挙式日、両家名をお伝えください。事前にサイズやイメージなどを伝え

ておけば、合うサイズやイメージに近い衣裳を揃えてくれ、効率的に試着ができます。 

↓ 

③ 衣裳店での試着 

いよいよ衣裳店での試着！しっかりとメイクをして行ってね。衣裳店の許可があれば、試着姿を撮影して。 

バックスタイルも確認できるし、後で検討するのに便利。的確にチェックしてくれる母親や姉妹、友人に 

同行してもらうのもオススメ。また、合わせる小物によっても雰囲気が変わるので、気軽に相談してみよう。 

↓ 

④決定、予約 

お気に入りの衣裳が決まったら予約を。内金や、キャンセル料、支払い方法などもきちんと確認して。 

また、ご列席の方々のお衣裳も合わせて検討してみてね。 例）モーニング、留袖、ゲストドレスなど… 

 

-10- 



衣裳セットプラン/美容料金 ※価格は全て税込価格です

衣裳内容 衣裳セットプラン 美容料金

タキシード　1点 Aプラン 洋装1点

ドレス（ウエディングまたはカラー）　1点 275,000円 88,000円

タキシード　1点 Bプラン 洋装2点

ウエディングドレス　1点

カラードレス　1点

タキシード　1点 紋付袴着付

紋付袴　1点 12,100円

ウエディングドレス　1点 洋装+和装（洋髪）1点ずつ

和装（白無垢または色打掛）　1点 176,000円

タキシード　1点 紋付袴着付

紋付袴　1点 12,100円

ウエディングドレス　1点 洋装2点+和装（洋髪）1点

カラードレス　1点

和装（白無垢または色打掛）　1点

紋付袴　1点 Bプラン
紋付袴着付

12,100円

和装（白無垢または色打掛）　1点 385,000円
和装（洋髪）1点

91,300円

※レクテュールドゥミニュイはプラン適用外。　　　　※かつらの場合、美容料金は異なります。

＜　列席着付け料金一覧　＞ ボディメイク・・14,300円 新郎ヘアセット・・4,400円

留袖着付　　…　8,800円 ポイントカバー・・7,700円 新郎メイク・・3,300円

　※↑変わり結びの場合+1,100円 　　※着付・ヘアセット・メイクの変更につきましては

振袖着付　　…　11,000円 　　　　ご婚礼日の10日前までにお願いいたします

ヘアアップ　…　6,050円 　　※ご婚礼日7日前以降のキャンセルは

ヘアブロー　…　4,400円 　　　　キャンセル料として100％頂戴致します

メイクアップ　…　4,400円　　　 　　※衣裳提携店で留袖などのレンタルも行っております

385,000円 104,500円

495,000円

Cプラン
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Dプラン

605,000円
187,000円



美容着付新婦1点　着付け新郎１点
ｽﾅｯﾌﾟ撮影　ﾌｫﾄﾃﾞｰﾀ約100ｶｯﾄ

美容着付新婦1点　着付け新郎１点
ｽﾅｯﾌﾟ撮影　ﾌｫﾄﾃﾞｰﾀ約100ｶｯﾄ

美容着付新婦1点
ｽﾅｯﾌﾟ撮影ﾌｫﾄﾃﾞｰﾀ約100ｶｯﾄ

※衣裳適用範囲を超える場合は、差額の50％が追加料金としてかかります。
※衣装着数追加は衣装半額追加、美容・写真は44,000円（税込）追加となります。

・撮影は平日限定です。土日祝で撮影希望の場合は￥110,000（税込）追加

・アルバムはオプションのため別途￥55,000（税込）～追加となります。

・ロケ地はぶどうの森or東山など　　※2カ所目からは￥33,000（税込）追加

・足袋、肌着等の販売品は別途料金がかかります。

・かつら着用の場合は、別途料金がかかります。
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　【　ぶどうの森　写真撮り・前撮りプラン　】　

　　　　　　写真撮りプラン　　　※挙式・披露宴当日に着用しない衣装が対象

【 和装 】
価格 内容 衣裳適用範囲

Ｂ　色打掛プラン
￥１87,000(税込)

紋服　1点 お任せ
色打掛　1点 上限：￥308,000

Ａ　白無垢プラン
￥165,000(税込）

紋服　1点 お任せ
白無垢　1点 上限：￥308,000

【 洋装 】
価格 内容 衣裳適用範囲

C　ドレスプラン
￥187,000(税込)

タキシード　1点 上限￥110,000
ドレス　1点 上限￥275,000

【 洋装 】

　　　　前撮りプラン　　　※挙式・披露宴当日に着用する衣装が対象

【 和装 】
価格 内容

A　和装1点プラン
￥143,000(税込)

紋服　1点
新婦和装　1点
美容着付新婦1点　着付け新郎１点
ｽﾅｯﾌﾟ撮影　ﾌｫﾄﾃﾞｰﾀ約100ｶｯﾄ

B　和装2点プラン
￥187,000(税込)

紋服　1点
新婦和装　2点
美容着付新婦1点　着付け新郎１点
ｽﾅｯﾌﾟ撮影　ﾌｫﾄﾃﾞｰﾀ約150ｶｯﾄ

写真撮り・前撮り共通項目

価格 内容

C　ドレス1点プラン
￥143,000(税込)

タキシード　1点
ドレス　1点
美容着付新婦１点
ｽﾅｯﾌﾟ撮影　ﾌｫﾄﾃﾞｰﾀ約100ｶｯﾄ

D　ドレス2点プラン
￥187,000(税込)

タキシード　1点
ドレス　2点
美容着付新婦2点
ｽﾅｯﾌﾟ撮影　ﾌｫﾄﾃﾞｰﾀ約150ｶｯﾄ



 

招待状について 

ご披露宴にご招待するお客様に「招待状」をお送りします。 

印刷や発送などに日数が必要なため、約 3 ヶ月前から作業を進めてまいります。 

 

 

□招待状のデザインを選びます 

 ご用意したサンプルの中から、おふたりのイメージするウェディングに合ったデザインをお選びください。 

  

 

□本状の文面を決めます 

  差出人をご両親にするか新郎新婦本人の名前にするか、 

またご媒酌人をたてるかどうかによって文面は変わってきます。 

形式も、格式あるものから、カジュアルなものまでいくつかのパターンの文例をご用意しております。 

その中からお選びいただくか、あるいは全く違った文章をお考えいただいても大丈夫です。 

（但し、追加料金が必要となる場合がございます。） 

 

 

□招待状の発送月、返信日を決定します 

  結婚式の約 1 ヶ月半ほど前に返信日を設定します。 

大安のお日にちや覚えやすいお日にちで設定していただくことが多いようです。 

その日から逆算して発送月を設定します。 

お客様の手元に届いて最低でも 2週間ほどはお日にちを設けて下さい。 

 

 

□宛名書きリストを作成します 

  お預かりしたリストを元に宛名書きを行なってまいりますので、お名前・ご住所は楷書ではっきりとお書きくだ

さい。また、間違えやすい漢字や旧仮名遣いなどの文字には十分ご注意ください。 

 

 

□招待状を発送します 

  校正確認終了後に招待状が出来上がってまいりますので、それからの発送となります。 

  親族紹介に出ていただく方やスピーチ・余興をお願いする方には付箋（ふせん）を入れ、 

封筒と返信はがきに切手を貼って投函してください。郵便局にそのまま持ち込まれることをオススメします。 
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人前挙式とキリスト教挙式と神前挙式が行えます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挙式スタイル 

 

司式者/結婚証明書/ 

誓いの言葉/承認宣言 

基本装花/挙式リハーサル 

 

 

人前挙式  

 

 

人前挙式とは・・・ 

 

今までお世話になったご列席の皆様の前で 

結婚の誓約を読み上げるというもの。 

 

形式にとらわれず、 

お二人の思いを 

そのまま形にできるオリジナリティが、 

大きな魅力です。 

新郎入場 

新婦入場 

誓いの言葉 

指輪の交換 

誓いの口づけ 

結婚証明書にサイン 

立会人ご紹介 

結婚承認宣言 

賛同の拍手 

新郎新婦退場 

 

 

 

キリスト教挙式  

 

 

 

牧師/聖歌隊 

オルガニスト/ 

式次第/結婚証明書/  

基本装花/ 

挙式リハーサル 

 

キリスト教挙式とは・・・ 

 

響き渡る聖歌隊の歌声の中で 

牧師様が心あたたまるお話、 

お二人にふさわしいお祈りを捧げます。 

 

厳粛でいて暖かい雰囲気の中、 

ご列席の皆様とともにお祈りをします。 

 

新郎入場 

新婦入場 

賛美歌(312番) 

聖書朗読 

誓約 

指輪交換 

結婚宣言 

奨励 

賛美歌(430番) 

結婚証明書署名 

祝祷 

新郎新婦退場 

神前挙式  

  

 

齋主/巫女/祭壇/ 

神具類一式 

神饌(お供え) 

玉串(榊) 

基本装花/挙式リハーサル 

 

神前挙式とは・・・ 

 

本人を含む親族の全てがお二人の結婚により

結び付いたことを神に報告し感謝すること。 

三々九度の盃を交わし、 

玉串を捧げ結婚を誓います。 

日本古来の伝統的なしきたりを重んじ、 

厳かで格調高い雰囲気ですすめられます。 

ご列席の皆様とともにお祈りをします。 

 

新郎新婦入場 

修祓の儀 

献饌 

祝詞奏上 

誓杯の儀 

指輪交換の儀 

誓詞奏上 

玉串奉奠 

新郎新婦固めの杯 

徹饌 

新郎新婦退場 
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「誓いの言葉」文例   ※句読点（、や。）は終わりや区切りを表すので、記入しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承認宣言 

 

 

 

 

 

 

 
＜オリジナル文や手書きの場合＞ 

文末には日付とお二人のお名前を記入してください。承認宣言の立会人のお名前は記入しません。 
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1.一般的な文例 

私たち二人は 本日ここに結婚式を挙げます 

皆様の温かい祝福を受け これからの 

人生を共に歩んでいけることを 

今とても幸せに思います 

どんな時も助け合い 明るく穏やかな 

家庭を築いていくように努力します 

今日のこの気持ちを大切に 

いつまでも変わらぬ愛情と 

信頼を持ち続けることを誓います 

20○○年○○月○○日 ○○ ○○・○○ 

2.一般的な文例 

私たちは 本日ここに 

ご列席の皆様の前で結婚式を挙げます 

これからは 永遠に変わることなく 

幸せなときも 困難なときも 

心をひとつにして乗り越え 

楽しく明るい家庭を 

築いていくことを 

皆様の前で誓います 

20○○年○○月○○日 ○○ ○○・○○ 

4.列席者に改めて誓う文例 

本日 私たちは ご列席の皆様の前で 

これから夫婦になることを 

宣言いたします 

こうして皆様の前で結婚式を挙げ 

承認していただけたことの喜びを 

生涯忘れずに 

安心して見守っていただけるような 

健やかで明るい家庭を築くために  

二人で努力していくことを誓います 

20○○年○○月○○日 ○○ ○○・○○ 

3.キリスト教式を応用した文例 

(新郎)私 ○○は ○○を妻とし 

生涯 変わることなく愛することを 

誓います 

(新婦)私 ○○は ○○を夫とし 

生涯 変わることなく愛することを 

誓います 

(二人で)私たちはこれから 二人で力を合わせて 

温かく幸せな家庭を 

築いていくことを誓います 

20○○年○○月○○日 ○○ ○○・○○ 

家族・親族 

今 ここにお集りいただいた 

信頼する皆様の前で 

○○ ○○・○○ ○○が 

結婚の約束を交わしました 

今 誕生しました新夫婦が 

いつまでも仲良く温かい家庭を築き 

幸せな人生を歩んでいくことを 

皆様と共に願い 

○○ ○○・○○ ○○が 

晴れて夫婦となりましたことを 

立会人を代表して宣言いたします 

20○○年○○月○○日 ○○ ○○ 

                     ○○ ○○ 

友人・知人 

只今○○ ○○(新郎)さん○○ ○○(新婦)さんが

ここにお集まりいただいた 

信頼する皆様の前で 

結婚の誓いをされました 

豊かな実りが約束された 

ぶどう畑が広がるこの地で 

結ばれたお二人がいつまでも仲良く 

素晴らしい人生を歩まれますよう願い 

○○さんと○○さんが 

晴れてご夫婦となったことを 

立会人を代表して宣言いたします 

20○○年○○月○○日 ○○ ○○ 

           ○○ ○○ 



Wedding　Reception　結婚式進行表見本

披露宴の場合（衣裳2着） お食事会の場合（衣裳1着）

新郎新婦お支度開始 新郎新婦お支度開始

ご列席ゲストのお着付け開始 ご列席ゲストのお着付け開始

受付スタート 受付スタート

挙式リハーサル 挙式リハーサル

ご親族紹介

挙式 挙式

集合記念撮影 集合記念撮影

お写真タイム or ウェルカムパーティー お写真タイム or ウェルカムパーティー

迎賓 迎賓

新郎新婦入場 新郎新婦入場

祝辞 祝辞

シャンパンセレモニー シャンパンセレモニー

プロフィール紹介 プロフィール紹介

乾杯 乾杯

メニュー紹介 メニュー紹介

ご友人スピーチ or テーブルスピーチ

ウエディングケーキ入刀

新婦中座 ケーキ入刀

新郎中座 歓談

再入場 フォトラウンド

フォトラウンド デザートビュッフェ

余興 ご両親へのお手紙

デザートビュッフェ 感謝のお品贈呈

ご両親へのお手紙 ご両家代表謝辞

感謝のお品贈呈 新郎謝辞

ご両家代表謝辞 退場

新郎謝辞

退場

エンドロール

ご親族紹介

※こちらはあくまでも基本的な流れの一例です。

　　　プランナーと一緒に自由な進行を考えてみましょう。

-16-



その他遠⽅の⽅向けに宅配ギフトもございます 
プランナーまでお問い合わせください

￥20.570

引出物は割り切れない３品・５品・７品でお⼊れすることをおすすめします

引菓⼦
まめや⾦沢萬久
⾦のかすてら
￥1320

カタログギフト
ラマリエ アッシャー

￥3630
�

３点ｾｯﾄ友⼈例 ￥7,000∼￥10,000

ぶどうの森
ぶどうｼﾞｭｰｽ＆ｼﾞﾝｼﾞｬｰ＆

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞセット
￥2365

5点ｾｯﾄ来賓・親族例 ￥10,000∼￥15,000

カタログギフト
ラマリエ 
マーキーズ
￥6380
�

引菓⼦
ぶどうの森 
ブランシュ
￥2585

加賀藩たかくら
⾚飯２合

￥880（写真は４合）

ぶどうの森
ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞセット
￥2255

ぶどうの森
ハムギフトA
￥2530

7点セット親族⽤・・￥15,000∼

カタログギフト
ラマリエ マーキーズ

￥6380
�

引菓⼦
ぶどうの森 ブランシュ

￥2585

ぶどうの森
ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞセット
￥2255

￥7,315

￥14,630

記念品
ペアカップ
￥3300

記念品
タオルセット
￥3300

縁起物
スープセット
￥1870

加賀藩たかくら
⾚飯２合

￥880（写真は４合）



 

 

～ Cuisine ～  

感謝を伝える、おもてなしの料理 

ぶどうの森で結婚式を挙げるなら、ご両家のおもてなしの顔となるお料理にはこだわりたいもの。 

コース内容はあくまで一例です。お２人のご希望をお聞かせください。 

 

Prestige Course       プレステージコース 

お一人様 ￥ 22,000-（税込￥24,200）   

世界中の厳選した食材を使用した、お２人だけのオーダーメイドコース（デザートビュッフェ付） 

 

Exceptional Course  エクセプショナルコース 

お一人様 ￥ 20,000-（税込￥22,000）   

アミューズ ・ 冷菜 ・ 温菜 ・ 海老料理 ・ お魚料理 ・ お肉料理 ・ デザートビュッフェ  

 

Fabulous Course     ファビュラスコース 

お一人様 ￥ 17,000-（税込￥18,700）   

アミューズ ・ 冷菜 ・ 温菜 ・ 温菜 ・ お魚料理 ・ お肉料理 ・ デザートビュッフェ  

 

Elegant Course   エレガントコース     

お一人様 ￥ 14,000-（税込￥15,400）  

アミューズ ・  冷菜  ・  スープ  ・  温菜  ・  お魚料理  ・  お肉料理  ・  デザート   

 

Noun Course         ノーマルコース 

お一人様 ￥ 11,000-（税込￥12,100）  

アミューズ ・  冷菜  ・  スープ  ・  お魚料理  ・  お肉料理  ・  デザート   

・金額によりお料理内容がすべて異なります、内容は試食やメニューでご確認ください 

・ご試食はコース金額の半額で行っております。（10日前までに要予約） 

・コースの内容は季節に合わせてシェフよりご提案させていただきます。 

・お子様用のお食事やアレルギー等、お気軽にご相談下さい。 
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ある日のメニュー 

Exceptional Course 

￥ 20,000-（税込￥22,000） 

amuse-bouche 

祝福 海の恵み 

アミューズアンサンブル 

entrée-froide 

海の幸のコンポジション 

魚介類と大地の恵みのハーモニー 

entrée-chaude 

オマール海老とキャビア 温泉卵   オマール

コンソメのジュレ 金澤金箔の輝き 

entrée-chaude 

アワビの低温調理 季節野菜と共に       

肝とポルト酒のソース 

poisson 

のどぐろのオーブン焼き 

ひゃくまん穀のソース 菜園野菜のアクセント

viande 

和牛フィレ肉とフォワグラのロッシーニスタイル 

黒トリュフ香る芳醇なソースで 

dessert 

オリジナルウエディングケーキ 

ぶどうの森自慢のデザートビュッフェ 

パン・カフェ 

 

Fabulous Course 

￥ 17,000-（税込￥18,700） 

amuse-bouche 

祝福 

アミューズのハーモニー 

entrée-froide 

金沢港より  

海の恵・大地の息吹のアンサンブル 

soupe 

雲丹とキャビアのロワイヤル  

クレーム ド オマールのマリアージュ 

entrée-chaude 

マグロの軽いフュメ 菜園野菜のレギューム 

ア・ラ・グレック いくらの輝き 

poisson 

金目鯛のヴァプール 帆立貝のエマルジョンの

泡 畑オイルの香りを添えて 

viande 

国産牛フィレ肉のグリエ 

甘味香る ソース マデュラ 大地の恵みと共に 

dessert 

オリジナルウエディングケーキ 

ぶどうの森自慢のデザートビュッフェ 

パン カフェ 



 

 

Luxury Course ラグジュアリーコース     お一人様 ￥ 5,000-（税込￥5,500）   

プレミアムビール、スパークリングワイン、赤・白・ロゼワイン、焼酎、梅酒、ウィスキー、カクテル 14種、日本酒 

ノンアルコールカクテル 10種、ノンアルコールビール、グレープフルーツジュース、オレンジジュース、りんごジュース 

ジンジャーエール、ウーロン茶、自家製ジンジャードリンク、自園製ぶどうジュース 計 48種 

 

Premium Course  プレミアムコース     お一人様 ￥ 4,000-（税込￥4,400）   

ビール、赤ワイン、白ワイン、焼酎、梅酒、ウィスキー、カクテル 14種、日本酒 

ノンアルコールカクテル 10種、ノンアルコールビール、グレープフルーツジュース、オレンジジュース、りんごジュース 

ジンジャーエール、ウーロン茶、自家製ジンジャードリンク、自園製ぶどうジュース 計 46種 

 

 

 

 

 

Standard Course  スタンダードコース    お一人様 ￥ 3,500-（税込￥3,850）   

ビール、赤ワイン、白ワイン、ウィスキー 

ノンアルコールカクテル 10種、ノンアルコールビール、グレープフルーツジュース、オレンジジュース、りんごジュース 

ジンジャーエール、ウーロン茶、自園製ぶどうジュース 計 23種 

 

 

 

Light Course  ライトコース            お一人様 ￥ 3,000-（税込￥3,300）   

ビール、赤ワイン、白ワイン 

ノンアルコールビール、グレープフルーツジュース、オレンジジュース、りんごジュース、ジンジャーエール、ウーロン茶  計 9種 

 

 

 

Option  オプション     お一人様 ￥ 500-（税込￥550）追加   

ぶどうの森オリジナルワイン 2種 上記のフリードリンク料金にプラス 500円（税込 550円）で自社ワインも飲み放題に♪ 

・【スパークリングワイン】スチューベン ペティアン    セカンドヴィンテージのロゼスパークリングワイン 

・【ロゼワイン】NO・５ 2021                    ３種の葡萄品種を使用 黒バラードの爽やかな酸味、 

ヒムロッド、スチューベンの果実味が特徴のロゼワインです 

・ 

 

ぶどうの森ではご披露宴でのお飲物を全てフリードリンク（飲み放題）にてご提供しております。 

他にも、おめでたい席にふさわしい乾杯酒やウェルカムドリンクも各種ご用意いたしております。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service Course  サービスコース        お一人様 ￥ 2,500-（税込￥2,750）   

ビール、赤ワインまたは白ワイン 

グレープフルーツジュース、オレンジジュース、ウーロン茶  計 5種 

 

～ Drink ～  
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～ Welcome Drink ～ ウェルカムドリンク 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ Champagne ~  シャンパン 

 

 

 

 

 

 

Plan A   お一人様 ￥ 500-（税込￥ 550）       

コーヒー、オレンジジュース、ウーロン茶 

 
 

 

 

 

 Plan C   お一人様 ￥ 1,000-（税込￥ 1,100）       

スパークリングワイン、ビール 

コーヒー、オレンジジュース、ウーロン茶、自園製ぶどうジュース、自家製ジンジャードリンク 

 

 

 

Plan B   お一人様 ￥ 800-（税込￥ 880）       

コーヒー、オレンジジュース、ウーロン茶、自園製ぶどうジュース、自家製ジンジャードリンク 

 
 

 

 

 

 

Plan A  ソフトドリンク 4種 

お一人様 ￥ 800-（税込 ￥880） 

 

 

 

 

 

フルボトルシャンパン      ￥15,000- （税込￥16,500） 

マグナムシャンパン        ￥30,000- （税込￥33,000） 

Wマグナムシャンパン     ￥60,000- （税込￥66,000） 

 

Plan B ソフトドリンク 4種 + スパークリングワイン 

お一人様 ￥ 1,000-（税込￥1,100） 

 

 

 

 

 

Plan C          

ソフトドリンク 4種、スパークリングワイン、カナッペ 

お一人様 ￥ 1,500-（税込￥1,650） 

 

 

 

 

 

Plan D          

ソフトドリンク 4種、スパークリングワイン、アミューズ 

お一人様 ￥ 2,000-（税込 2,200） 

 

 

 

 

 

 

～ Welcome Party ～ ウェルカムパーティー 
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～　Cake　～

パティスリーとして永く愛されてきた味わいを、一生に一度の結婚式の思い出とともに味わって頂けますように。

パティシエが心を込めてお作りいたします。

1段 2段 3段 クローバー 結婚証明書型

生クリーム 1,100円×人数 1,265円×人数 1,320円×人数 73,700円 73,700円

苺 1,210円×人数 1,375円×人数 1,430円×人数 73,700円 73,700円

フルーツ 1,375円×人数 1,540円×人数 1,595円×人数 79,200円 79,200円

トリプルベリー 1,408円×人数 1,573円×人数 1,628円×人数 82,500円 82,500円

ぶどう
（季節限定）

1,540円×人数 1,705円×人数 1,760円×人数 85,800円 85,800円

※形は□、〇、☆、♡から選べます。　　ぶどうは使用する種類によっても価格が変動します

その他ケーキ

チーズケーキ等 1,430円～×人数

苺クロカン 110,000円

ネイキッドケーキ

２段まで
1,265円×人数

※ケーキ装花、ナイフ装花は別料金です

※別途サービス料10％を頂戴します

※その他、オリジナルケーキもお気軽にご相談下さい
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※すべて税込価格

新郎新婦マジパン(2体で )

チョコスポンジに変更

各種オプション

クリーム色変更

金箔装飾（ポイント）

マカロン(ポイント）

ビスキュイ

5,500円追加
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お席次表の役割 
ゲストの方が迷わずお席につくことができ、ゲスト同士が初対面の場合でも、 

お席次表でお名前や間柄がよくわかり、披露宴の会話が弾みます。 

ゲストの方々はもちろん、お二人にとっても大切な記念になります。 

楽しい思い出を残す 1枚として、披露宴当日の大切な役割をもっています。 

 

■原稿を書く前のご注意 

ゲストの方のお名前や会社名、肩書きに間違いがありますと大変失礼になります。 

特にお名前の漢字、ひらがな、カタカナには旧字や万葉がなが使われている場合があります。返信はがきを確認し

ながら正しく丁寧にお書き下さい。原稿は、できるだけ大きくはっきりとご記入下さい。 

 

■配席のコツについて 

新郎様側、新婦様側とも上席より来賓・先輩・友人・親族・家族の順に配席します。 

出席者の返信はがきをテーブルのご人数ごとにまとめ、配席を決めていくと便利です。 

ご夫婦でご出席の方は、ご主人が上席で奥様は次に配席してください。 

両家の出席人数のバランスがとれない場合は、双方で話し合いの上、友人同士、親戚同士を１テーブルにまとめ

られてはいかがでしょうか。披露宴が和やかな雰囲気になるために、旧知の方などを中心に考え配席して下さい。 

 

■肩書きの書き方 

ご来賓の方々は、会社名・役職名などを書き、友人・同僚の方々は、新郎友人・新婦友人または、新郎同僚・新婦同

僚と書くのが一般的です。 

伯父・伯母、叔父・叔母の使い方は、両親よりも年上の場合が前者、年下の場合が後者となります。新郎伯父・新

婦叔母というようにお書き下さい。 

いとこ（従兄・従姉・従弟・従妹）の使い方は、新郎新婦様からみて年上の場合は前者、年下の場合は後者となり

ます。従兄（従弟）の奥様は従姉（従妹）、従姉（従妹）のご主人様は従兄（従弟）となります。新郎従兄・新婦従妹

というようにお書き下さい。 

「様」をつけない方は一般的にご両家のお父様・お母様です。 

お子様の場合は「様」をつけずに「ちゃん」「くん」と書いていただいても結構です。 

 

肩書き記入例 

代表取締役社長     〃  友人 教頭 知人 

専務取締役 元会社上司 恩師 父（母）知人 

常務取締役 元会社同僚 園長 隣人 

取締役部長 教授 病院院長 父（母）友人 

部長 助教授 婦長 令息 

課長 講師 友人 令嬢 

係長 学長 幼なじみ 令夫人 

会社（職場）先輩 理事長 大学（時代）先輩  

    〃  同僚 校長 大学（時代）後輩  

※主賓から順に上司、恩人、友人、知人、親族、両親の順に座っていただきます。 

※血の濃い方ほど末席が基本です。 
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伯父 おじ 両親の兄（義理も含む） 高祖父（母） こうそふ（ぼ） 曾祖父の父（母） 

伯母 おば 両親の姉（   〃   ） 曾祖父（母） そうそふ（ぼ） 祖父母の父（母） 

叔父 おじ 両親の弟（   〃   ） 祖父（母） そふ（ぼ） 両親の父（母） 

叔母 おは 両親の妹（   〃   ） 伯祖父（母） おおおじ（おば） 祖父（母）の兄・姉 

従兄 お二人より年上のいとこ（男） 叔祖父（母） おおおじ（おば） 祖父（母）の弟・妹 

従姉    〃  年上  〃 （女） 従伯父（母） いとこおじ（おば） 父母の従兄・従姉 

従弟    〃  年下  〃 （男） 従叔父（母） いとこおじ（おば） 父母の従弟・従妹 

従妹    〃  年下  〃 （女） 再従兄 お二人より年上のまたいとこ（男） 

従甥 じゅうせい いとこの子供（男） 再従姉    〃  年上    〃 （女） 

従姪 じゅうてつ いとこの子供（女） 再従弟    〃  年下    〃 （男） 

義兄 ぎけい 姉の夫 再従妹    〃  年下    〃 （女） 

義姉 ぎし  兄の妻   

義弟 ぎてい 妹の夫   

義妹 ぎまい 弟の妻   

甥 おい 兄弟、姉妹の子供（男）   

姪 めい     〃      （女）   

※遠縁の方は親戚とした方が無難です。 

 

おおおじ　おおおば

おじ　おば いとこおば　いとこおば

いとこ またいとこ（はとこ）

伯祖父・叔祖父・伯祖母・叔祖母

伯父・伯母・叔父・叔母

従兄・従弟・従姉・従妹兄・弟・姉・妹 再従兄・再従弟・再従姉・再従妹

従伯父・従叔父・従伯母・従叔母

甥・姪

高祖父・高祖母

曾祖父・曾祖母

祖父・祖母

父・母

本人

 

上座（上席） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下座（末席） 

 

２    １ 
 
４        ３ 
 
     ５ 

１    ２ 
 
３        ４ 
 
     ５ 

新郎側 新婦側 

主賓 主賓 友人 友人 

親戚 伯父 伯父 

叔父 叔父 

家族 
家族 

従甥・従姪 

じゅうせい・じゅうてつ 
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