
ベルフォーレタイムズ ２０１6年 秋号

第14号Bell Foret Times
★今もっともホットな『ベルフォーレ西条』がお届けするブライダル通信★

■80名の披露宴の場合、約30万円もお得です
■対象は、2017年1・2月に50名以上の挙式・披露宴をするカップル様です

2017年１・２月の
ウエディングをご希望の方
必見のお得なプラン

結婚式は楽しい！ゲストとの一体感が最高!!

挙式料最大10万円プレゼント

12000円料理が2000円OFF

いつも『ベルフォーレタイムズ』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。普段あまり耳にすることがない“結婚式の情

報”を発信することで地域の皆様のお役に立ちたいと製作しております。カップル様はもちろん、お子様からお年寄りの皆様まで

幅広く楽しんでいただける、地元に密着したブライダル通信を目指して、今回も様々な結婚式のスタイルをご紹介いたします。

結婚式は、お二人の趣味や嗜好などを表現する機会でもあります。そして日頃お世話になっているゲストの皆様に楽しんでもら

うことも重要です。最近では、ご友人にブライズメイドやアッシャー（新郎新婦様のお世話役をする人）をお願いして、ゲストと

の一体感を演出したり、フラッシュモブ（不特定多数の人で突然踊り出す演出）でみんなで盛り上がったりとやり方はいろいろあ

ります。イマドキの結婚式では、テーマに基づいてカラーコーディネートや衣裳、演出、アイテムなどを組み立て、自分たちの世

界観を表現するのもトレンドで、特に当館で人気なのがディズニーウエディング。お城のような外観や豪華なパーティー会場が

ディズニーの世界観を表現しやすいのでしょう。一方で、じわじわと人気急上昇中なのがナチュラル＆オーガニックウエディング。

青空の下、緑溢れる広いお庭でガーデン挙式をしたり、撮影ロケーションも至る所に! どこでも絵になり、ラフでカジュアルな飾

らない感じが当館の魅力なのです。

さて、今回の特集は「ファミリーウエディングレポート」。子供と一緒に結婚式を挙げられたご家族にインタビューさせていた

だきました。連載コラム「スポットライト」ではフレッシュな新米プランナーを紹介。もちろんフェア情報もありますので、ご見

学をお考えの方はぜひ。見どころ満載の『ベルフォーレタイムズ』第14号をお楽しみください!



入籍して１年以上経ってからの結婚式、
改めてけじめがついたように思います

娘が大きくなって、結婚式の
写真を見せるのが楽しみです

おそろいの衣裳で前撮りしたり、３人で誓いのキスを
したり、かけがえのない家族の思い出ができました

◆ベルフォーレ西条に決めた理由は？
折込チラシに入っていた『ベルフォーレタイムズ』でディズニーをテーマにしたウエディングレポートを見ていい
なと思い、見学に行きました。お城のような外観が気に入り、アトリウムロビーでの挙式や３Ｄプロジェク
ションマッピングなど他にはない演出もよく、見積りも納得のいくものだったので、文句なしの即決でした。

◆こだわったポイントは何ですか？
ディズニーをメインテーマにし、受付にはディズニーグッズを飾り、会場コーディネートは映画『ラプンツェル』
をイメージして、クロスの色やキャンドルのデザインを選びました。衣裳やヘアスタイルにもこだわり、バービー
ブライダルのドレスはお人形さん風に、THE HANYのドレスは『ラプンツェル』をイメージした髪型にしました。

◆結婚式をしてよかったことは何ですか？
私自身、親に感謝の気持ちを素直に言えないタイプなので、こういう形できちんと感謝の気持ちを伝え
られて本当によかったです。妊娠中に新婚旅行を兼ねてグアムで挙式したのですが、その時はサイズ制限
があり選べるドレスが少なかったけど、今回は好きなドレスが着られてよかったです。また、友達に「ディズ
ニーランドにいるような感じだった！」って言われて、自己満足だけど「よっしゃ！」って思いました（笑）。

◆ファミリー婚をして、特によかったと思うことは何ですか？
息子の快がリングボーイをしたり、誓いのキスを３人ですることでアットホームな挙式になってよかったです。
快も一緒にお色直しをして親子３人で入場し、ゲストのみんなにお披露目ができたのも好評でした。

◆何か気持ちの変化はありましたか？
みんなから祝福していただき、嬉しかったのはもちろんですが、今後がっかりさせることのないようにと気が
引き締まりました。披露宴で新郎からサプライズプロポーズをされたのですが、本当に嬉しくて、こんなに
も愛されているんだって実感でき、前よりも夫を好きな気持ちが大きくなりました（笑）。

◆担当プランナーへ
約6か月、あっという間でしたが、いつも明るく出迎えてくださり、たくさんしゃべる私の話をいつも
ニコニコして聞いてくれて嬉しかったです。笑顔が素敵で明るい山﨑さんが私たちの担当で本当
によかったです。これからもたくさんのカップルさんの幸せのお手伝い、がんばってくださいね。

Family Wedding Report③

Family Wedding Report②

新郎様からのサプライ
ズプロポーズは100本の
バラの花束とともに

会場の小さなお子様に「来て
くれてありがとう」のプレゼント

「妊娠中に挙式はしたけれど、出
産して子育てが落ち着いたら、子供
と一緒に披露宴がしたいとずっと思
っていました」と理保さん。最初は
迷っていた孔雅さんですが、理保さ
んの思いに応えてファミリーウエデ
ィングをすることに。快君はちょう
ど２才半。リングボーイの大役を務
めたり、３人おそろいの衣裳を着て
前撮りをしたり、かけがえのない家
族の思い出ができました。「当日は
ずっと感動しっぱなし。この日のた
めに頑張ってきたし楽しみにしてい
たので、終わった瞬間は“喪失感”
でいっぱいでした（笑）」。笑顔の
とっても素敵な櫻井さんファミリー。
これからもどうぞお幸せに！

司会者よりメッセージ

Family Wedding Report①

祝福のフラワーシャワー

この度は本当におめでとうございました! お二人と快君
とのお打合せはいつも笑いが絶えず、とっても楽しかった
です。いつもニコニコかわいい快君にスタッフもメロメロ
で、私たちみんなのアイドルでした♪ お二人のご結婚式は
ファミリー婚だからこそのほっこりするシーン
がたくさんあり、こだわりの演出やグッズなど
ディズニーの世界観があふれていて、とてもお
二人らしかったです。またいつでも遊びにいら
してくださいね。（プランナー・山﨑帆乃花）

4月24日櫻井孔雅さん♡理保さん♡快くん

ご披露宴は艶やかな和装姿で３人そろって入場し、
温かい拍手に包まれました。カクテルドレスでの入
場は快君もタキシードにお色直し。ゲストの方々に
快君のお披露目もでき、たくさんの祝福と激励を受
けて、家族の絆が感じられるウエディングでした♡

4月30日伊藤龍一さん♡実璃さん♡梨亜ちゃん

6月4日塩﨑光良さん♡美貴さん♡亮吾くん

担当プランナーよりメッセージ

櫻井さんとのお打合せは、
快君がいることで場が和み、
とても楽しかったです。「将
来、快にとってもいい思い出
になるように」と家族３人で
できるような演出を一緒に考
えましたよね。快君への愛情
はもちろんのこと、お二人の
ラブラブ感や櫻井ファミリー
の絆を強く感じたご結婚式で
した。（司会・山野桂子）

◆結婚式をしてよかったことは何ですか？
出産してからなかなか会えていなかった友人に久
しぶりに会えて、娘をお披露目できたこと。みんな
が終始笑顔だったのも印象に残っています。

◆ファミリー婚をしてよかったと思うことは？
家族３人のいい思い出になったことです。自分の
両親の結婚式に出席できる機会は誰にでもある
わけではないので、娘が大きくなってから結婚式の
写真を見せるのが今から楽しみです。

◆何か気持ちの変化はありましたか？
家族の絆が一層深まりました。夫は「家族を守っ
ていこう」という気持ちが更に強まったと感じてい
るようです。仕事の関係で海外で暮らすことにな
るのですが、３人でがんばっていこうと思います。

お二人が選んだ挙式スタ
イルは人前式。ご家族やご
友人に見守られる中、永遠
の誓いを立てました。最愛
の息子・快君はリングボー
イで登場。パパとママのも
とへ指輪をトコトコ♪と無
事届けることができました。
誓いのキスは３人で。微笑
ましいその姿にゲストもほ
っこり笑顔に。ファミリー
婚ならではの光景でした♡

打合せスペースは個室の
ような空間になっているた
め、落ち着いて話ができま
す。ベビーチェアはもちろ
んベビーかごもあるので、
打合せ中にお子様が寝てし
まっても大丈夫。おもちゃ
や絵本も置いてあるので、
退屈したら遊ばせてあげて
くださいね。

【Ｗハッピーウエディング】
妊娠中もしくは出産後お子

様が１才のお誕生日を迎える
までに挙式＆披露宴をする
カップル様応援プランです♡

「新郎新婦様の衣裳レンタル
代１着分プレゼント」に加え、
「お飲み物が10％OFF」に!!
さらに、「子育て応援グッ
ズ」をプレゼント!

お得なプランを活用しよう!

■Ｗハッピーウエディング
■早割ウエディング
■お日柄プラン

落ち着いた空間で
打合せができる!

結婚式の数日前には披露宴会場でリハーサルをします。お子様と
の演出も練習できるから安心。準備万端で当日が迎えられます。

【早割ウエディング】挙式日から12か月以上前のお申込みで「新郎
新婦様の衣裳レンタル代が２着目以降無料」になる驚きのプラン!
【お日柄プラン】仏滅の土日祝日限定で「新郎新婦様の衣裳レンタ
ル代がすべて無料」に!! お日柄を気にしないお二人にオススメ♡

※いずれも50名以上の挙式・披露宴をするカップル様対象。美容着付料は別途

パパとママに
指輪を届けるぞ～!

パパとママから
ほっぺにチュー
嬉しいな～

ぼくの袴姿も
かっこいい
でしょ!

あなたを
幸せにします!

入籍して３年目の結婚記念日
に結婚式を挙げた伊藤さん。子
育ても大変で金銭面の不安もあ
ったけれど、「普通は２人です
る結婚式を家族３人でできるの
は貴重な体験」とプラスに考え
ました。２才の梨亜ちゃんも今
なら少しでも覚えてくれている
と思い、家族婚を決意しました。

◆こだわったポイントは何ですか？
息子も一緒に主役になれるような結婚式にした
ことです。挙式ではパパに抱っこされて手を振りな
がら入場したり、３人でした誓いのキスもにっこり
笑顔を見せてくれたり、機嫌次第でできたらいい
なと思っていたことが実際にできて嬉しかったです。

◆ファミリー婚をしてよかったと思うことは？
息子の元気に成長している姿をお披露目できた
こと。また、人前に出るのが苦手な私たちが息子
と一緒だったことで、緊張も少なく楽しめました。

◆何か気持ちの変化はありましたか？
入籍して１年以上経ってからの結婚式でしたが、
改めてけじめがついたように思います。これからも
仲良く幸せになろうという気持ちが強まりました。

プロポーズの後すぐに亮吾君
を授かったお二人。その頃光良
さんのお祖父様の体調が悪くな
り回復を待ちましたが、亮吾君
が生まれた翌日に他界。「おじい
ちゃんが見守ってくれていたん
だと思います」。ようやく迎えた
結婚式では亮吾君のお披露目も
でき、節目がついたそうです。

メインテーブルには仲良し３人組のウエルカムドールを飾って
フラワーガールに先導されて新郎新婦入場 誓いの言葉の朗読

誓いのキスは３人で

リングボーイを務める快君

いよいよ披露宴スタート。入場前、実はぐず
って大泣きしていた快君ですが、本番ではパ
パに抱っこされ、カメラ目線もバッチリでした

ウエディングケーキのトップには
なんとシンデレラ城が!!

メインキャンドル「プリン
セスストーリー」に点灯!

「ビビディ・バビディ・ブー!」とス
テッキブーケで魔法をかけて、
会場を満天の星空にしました お見送りでは一人一人に感謝の気持ちを伝えました

前撮りフォトショット

お子様が誕生してから家族みんなで結婚式を挙げる
“ファミリーウエディング（家族婚）”が今話題です。

今回の特集では、ベルフォーレ西条でファミリー婚をされた
３組の素敵なご家族のウエディングをご紹介!

親子３人で誓いのキスをしたりケーキ入刀をしたりと
愛らしいシーンが満載です。ぜひご覧ください!!

ファミリー
ウエディング
レポート

撮影協力／Hi-Clutch! fuRa photographic スタジオ華縁

お開き後の一枚。お昼寝から
覚めた快君、いいお顔です♡ 前撮りで行った海では、素敵な家族写真がたくさん撮れました。和装の撮影では、快君も羽織袴を着てハイポーズ!



式場
ＰＲ

Pick Up
インフォ
メーション

日野 瑞希
23才・西条市出身・Ｂ型

9・10・11月のイベントインフォメーション

月 火 水 木 金 土 日

30 31 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

今、各自動車メーカーが開発している話題の
「自動運転技術」。補助的に実際に装備してい
る車も既にありますが、自動運転による事故が
相次いでいるのも現状です。
運転中は様々な状況が考えられ、その都度、

的確な判断が求められます。今後、自動運転技
術が人間の能力に追いついたとしても、完全に
機械に任せてしまうことにはやはり課題が残り
ます。その一方で、お年寄りの運転や渋滞の緩
和、交通事故の軽減などにメリットがあるのも
確かなことでしょう。

ベルフォーレ西条 検索

【HP】 http://www.bellforet-saijyo.jp/
【Mail】info@bellforet-saijyo.jp

〒793-0027 愛媛県西条市朔日市752-2
【定休日】火曜日（祝日の場合は営業・翌日休み）【営業時間】10:00～19:00

ブログは
毎日
更新中 ◆19時以降または火曜定休日のご来館はご連絡を

◆次号は2016年12月に発行予定。お楽しみに！
◆バックナンバーをご希望の方はご連絡ください

平日もフェア開催！
※予約優先・無料

■3D映像体験＆全館開放見学フェア■
話題の３Ｄプロジェクションマッピングを体験。館内見学やブライダル相談もできる！

10:00～19:00 ※予約優先・無料

■【月に一度】挙式・披露宴体験フェア■
当館のウエディングが一日で体験できる。挙式体験、演出体験、試着など盛りだくさん！

10:00～19:00 ※要予約・無料

■【3組限定】3Ｄプロジェクションマッピング体験■
話題の３Ｄプロジェクションマッピングを体験。ブライダル相談もできる！

16:00～18:00（10/1・11/5は10:00～12:00） ※予約優先・無料

【毎週月＆木曜】
女子力ＵＰ！

ブランドドレス独占試着会

【毎週水曜】
フォト婚&

プチウエディング相談会

【第一木曜】
花嫁体験！ヘアメイク＆
ドレス試着会（要予約）

【毎週金曜】

ダブルハッピー相談会

■シェフ自慢のプレミアム試食会■
婚礼料理12000円コースを2名様1000円で試食できる！

[9/11,22, 10/2,22, 11/6,23]12:00～14:00 ※要予約・有料

11/1

℡0120-181-226

【アクセス】
三島川之江IC
より車で40分
西条IC
より車で15分

西条駅から車で
5分・徒歩15分

8/29

■テーブルコーディネート体験見学フェア■
本番直前の先輩カップルのコーディネートが見学できる！ ブライダル相談は午後からもＯＫ

10:00～12:00 ※予約優先・無料

★ フェア詳細・ご予約はホームページまたはお電話で ★ ★ facebookでもブライダル情報を更新中 ★

常に新しい提案ができる
プランナーになりたいです!Spot

Light
ス ポ ッ ト ラ イ ト ③

ブライダルの仕事は小さい頃からテレビＣМの影響でずっと気に
なっていた職業でした。就活を始めた頃、姉がベルフォーレ西条
で結婚式を挙げたのですが、その時スタッフの人たちがイキイキ
と働く姿を目の当たりにし、「私も人の幸せに携われる仕事がし
たい!」とウエディングプランナーになる決意をしました。今、
地元に帰ってきて、希望の職場で働けていることがとても幸せで
す。将来は、お客様から「日野さんとの打合せは楽しい」と言わ
れるよう、常に新しい提案ができるプランナーになりたいです。

田邊 里奈
21才・新居浜市出身・Ａ型

「きれいなお嫁さんが見たい♡」という憧れの気持ちから、高校

生の時、インターンシップでベルフォーレ西条にやってきました。
結婚式の準備をお手伝いさせてもらいながら、ガーデンの開放感
や華やかなドレスに魅了され、「私も幸せのお手伝いができるブ
ライダルの仕事に就きたい」と次第に思うようになりました。今
は一生懸命仕事を覚えて、「担当してくれたのが田邊さんでよ
かった」と言ってもらえるようなプランナーに早くなりたいです。
夢は、ここで友達の結婚式をプランニングすることです。

ベルフォーレ西条のスタッフ
にスポットを当てたコーナー
「スポットライト」。今回は、
今春よりベルフォーレ西条
に仲間入りした２名の新
入社員をご紹介します!

9/1

10/1

マタニティ&パパママ婚応援♪

夢は、将来ここで、友達の
結婚式をプランニングすることです
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る
た
め
に
が
ん
ば
り
ま
す
！

人気の12000円コースがリニューアルしまし
た。フレンチの王道をくずさず仕上げた新作メ
ニューは、見た目も味も更に楽しんでいただけ
る内容に！ ご試食希望の新郎新婦様は、毎月
開催されます大人気フェア「シェフ自慢のプレ
ミアム試食会」にぜひお越しくださいませ。
【9月11日・22日 10月2日・22日 11月6日・23日】

人気婚礼料理が８月より
リニューアルしました!!

編集後記
イケダ
コラム

「自動運転技術」西条市の“産業文化フェス”に
初めて出店しました!!

毎年西条市の商店街周辺で開催されている
「産業文化フェスティバル」に地元の結婚式場
としてＰＲをしてきました。大勢のご来場の
方々が足を止めてくださり、誠にありがとうご
ざいました。また機会があれば地元のイベント
に出没するかも!! ぜひベルフォーレ西条ブース
にお越しくださいね。プレゼントもあるよ☆

いつの日か、スイッ
チ一つで目的地まで安
全に送り届けてくれる
車が誕生する未来が訪
れるといいですね。
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