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注目のブライダル情報がここに！
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6 月の花嫁は幸せの象徴。そんな幸福にあやかるよ
うに、一生に一度の大切な日に備えて静岡のブライダ
ル事情はぜひ知っておきたいもの。そこでリビング記
者が静岡を代表する式場 4 社のスタッフの皆さんに、
式場の特徴や魅力、フェアなどについて伺いました。

結婚式場 スタッフインタビュー

アソシアの駅近ホテルならではの
おもてなし

結婚式に関する事なら
すべてがホテルでそろう

ホテルアソシア静岡
フレンチに精通した
料理人が作る「仏蘭西
懐石」は幅広い年齢層
のゲストに喜ばれて
います。月2回、試食
フェアも行っています

ホテルセンチュリー静岡
今年開業20周年を迎
えます。結婚式だけ
でなく、
「生涯パート
ナー」として長いお付
き合いができるホテ
ルとしてあり続けます

宿泊はもちろん、結納、顔合わせ、衣装、
着付け、写真撮り…結婚式に関する事なら
すべてがそろうホテルセンチュリー静岡の
ホテルウエディング。演出の自由度が高く、
何でもできると好評です。格式あるホテル
で二人らしさあふれる式を挙げてみては。
絶景が広がる高層フロア

４階会場の﹁カトレア﹂

静岡のホテルウエディングの先駆けとし
て活躍。雨にも濡れず JR 静岡駅北口から
徒歩約 1 分と、遠方や年配のゲストにも喜
ばれる好立地です。お箸で食べられる「仏
蘭西
（フランス）懐石」も大人気。駅近ホテ
ルならではのおもてなしが魅力です。

チーフブライダルコーディ
ネーター・大塚美里さん
ウエディングプランナー
牧田美樹さん

二人の思い出を刻む
「風景美術館」
日本平ホテル

静岡駅前の迎賓館として
126年の歴史

日本平ホテル
昨年末、日本平は日
本を代表する夜景遺
産に登録されました。
すてきな夜景で大切
な方々をおもてなし
してはいかがでしょう

徳川慶喜公屋敷跡 浮月楼
四季折々に表情を変
えて、季節ごとの風
情が楽しめる日本庭
園と、料理が自慢で
す。着物姿が映える
おすすめの会場です

取締役
久保田耕平さん

2面に続く

街中にありながら、ひとたび足を踏み入
れると別世界が広がります。静岡駅前の迎
賓館として、各界の著名人にも愛されてき
た 126 年の歴史を持つ浮月楼。親子三代で
挙式をする人もいるほど、伝統と格式ある
式場として人気です。

東海の名園とうたわれる庭園

木のぬくもりと光溢れるチャペル

ブライダルプランナー
鰐口彩織さん

静岡市の絶景と世界文化遺産の富士山、
三保の松原を望む日本平に位置する
「風景
美術館」日本平ホテル。チャペルや会場か
らも雄大な富士山を望めます。ホテルなら
ではのスタイリッシュな会場と洗練された
サービスで、二人の思い出を刻んでみては。

◎ 1 面から続く

注目のブライダル情報がここに！
楽しさいっぱい！ブライダルフェアに出かけよう
ホテルなら、結婚式だけでなく
注目
ポイント 人生の節目の記念日にも利用できる

総合的な面で安心感があるため親子二代続いての挙式も
多いという、ホテルアソシア静岡のブライダルは必見

挙式、披露宴、料理…ゲスト目線で体感！
注目
ポイント 年に２度のビッグフェア

７月 23 日（日）、ホテルアソシア静岡で、
半年に一度のビッグフェア「アソシアブラ
イダルコレクションサマー 2017」が開催
されます。
模擬挙式、模擬披露宴、ビュッフェスタ
イルのぜいたくな料理の試食、相談会…全
会場がコーディネートされ、アソシアの最
新ウエディングを体感できます。2 部制で
午前 10 時〜、午後 2 時 30 分〜、要予約。

7 月 30 日
（日）、ホテルセンチュリー静
岡最大級のブライダルフェア「グランド
フェア」
が開催されます。会場コーディネー
ト、模擬挙式、模擬披露宴、ハーフコース
試食、最新ドレスの展示など、センチュリー
ウエディングの魅力をたっぷり体感できま
す。さらにプランナーが提案する新アイテ
ム、新商品も登場。結婚するならセンチュ
リーは要チェック！詳細は問い合わせを。

ホテルアソシア静岡

ホテルセンチュリー静岡

■問い合わせ／ ブライダル係
☎ 054（254）4140（午前 10 時〜
午後 6 時 30 分、無休／年末年始
を除く）静岡市葵区黒金町 56（JR
静岡駅北口より徒歩約 1 分）
http://www.associa.com/sth/

■問い合わせ／ブライダルサロ
ン ☎ 054（335）1130（ 午 前 10
時〜午後 8 時、無休）静岡市清
水区馬走 1500-2（JR 静岡駅より
車で約 25 分）
http://www.ndhl.jp/

ほかにも
こんな

魅力が

日本平ホテル

昨年のドレスショーの様子。今年のショーで、人気のデ
ザインやラインをチェックしてみては

8 月 20 日（日）
、日本平ホテルで開催さ
れるのが年に２度のビッグフェア
「プレミ
アムブライダルショー」です。会場見学を
はじめ、模擬挙式、模擬披露宴、婚礼試食、
ドレスショーなど盛りだくさん。ドレス
ショーはガールズコレクションのモデルが
多数出演。ウオーキングのレクチャーもあ
ります。所要時間は約 4 時間。2 部制で午
前 10 時〜、11 時 30 分〜。完全予約制。

センチュリーウエディングの魅力いっぱい
注目
ポイント 「グランドフェア」で体験を

■問い合わせ／ブライダル課
☎ 054（287）1234（午前 10 時〜
午後 7 時、祝日を除く火曜定休）
静岡市駿河区南町 18-1（JR 静岡
駅南口より徒歩約 1 分）
http://centurywedding.jp/
ラグジュアリー感あふれる、王道のホテルウエディング
の魅力を楽しめそう

■問い合わせ／宴会フロント
☎ 054（252）0131（ 午 前 9 時 〜
午後 8 時、無休）静岡市葵区紺
屋町 11-1（JR 静岡駅北口より徒
歩約 3 分）
http://www.fugetsuro.co.jp

静岡浅間神社×浮月楼の 静岡和婚
注目
ポイント 本格和婚へのこだわりを実現

で

徳川慶喜公屋敷跡 浮月楼
７月 9 日
（日）
、老舗料亭の味を堪能でき
る「婚礼懐石料理フルコース賞味会」
が開催
されます。2 部制で、午後 3 時〜、5 時〜。
さらに 7 月 23 日
（日）には、ぜいたくな試
食と和の披露宴を体験できる「ブライダル
フェア」
が行われます。静岡浅間神社と浮月
楼がコラボした 静岡和婚 や、新おもてな
し料理を体感してみては。平日の花嫁無料
体験ができるブライダル相談会も注目です。 晴れの日のために、経験豊富な専属プランナーが二人の
希望をしっかり聞いて、思いを実現させてくれる

