Bell Foret Times
ベルフォーレタイムズ

第12号

２０１6年 新春号

★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★

おめでた婚も、小さな結婚式も
夏のウエディングも！ 自分らしい
スタイルでありのままの結婚式を！
『べルフォーレタイムズ』も2016年新春号を迎え、今回で第12号となりました。 カラフルなスイーツが並ぶデザートビュ
日々プランニングをしていると様々なお客様が来られます。おめでた婚で結婚式 ッフェ。ゲストとの会話も弾みます
までの準備期間が短い方、費用をかけない小さな結婚式をご希望の方、ウエディン
グドレスを着て写真を撮りたい方など、事情や希望も様々です。ベルフォーレ西条
では、どんなニーズにもお応えできるようプランの提案を行い、お客様一組一組に
合った結婚式をプロデュースすることを通して、ゲストの皆様すべてをおもてなし
し、感動的な一日を創ることをモットーとしています。ご親族だけのお食事会や挙
式だけをご希望の方、今年の夏までに結婚式を挙げたい方など、どんなご要望にも
専属プランナーが丁寧にアドバイスさせていただきますのでご安心ください！
今年も『ベルフォーレタイムズ』を通してブライダル情報をお伝えしていきます
心地よい春風が吹く季節は、ガーデンウ
ので、より多くの方に「将来、結婚式を挙げたい!」と思っていただければ幸いです。 エディングが人気。青空の下で祝福を！

2016年６・７・８月の
ウエディングをご希望の方へ
挙式料最大10万円プレゼント
12,000円料理が2,000円OFF
サマーウエディングが
リーズナブルに叶うチャンス!
■80名の披露宴の場合、約30万円もお得です
■対象は、2016年6・7・8月に50名以上の挙式・披露宴をするカップル様です
要予約・無料

30名から50名までの
“お急ぎ婚”や「お日柄なんて
気にしない」というカップル様へ

30名100万円（税別）の
パックプランが新登場
オシャレでリーズナブルな
完全貸切ウエディング!
■１名追加はプラス16,000円（税・サ別）
■お日にちには限りがあります。詳しくはお問合せください➡0120-181-226

テーマ
ウエディング
レポート
「テーマウエディング」とは、
会場コーディネートから衣
裳・演出・装花・ペーパー
アイテム・クロス類・BGMに
至るまでお二人の結婚
式の“コンセプト”に沿って
プランニング＆コーディネ
ートされた結婚式のこと。
テーマを設けることで、二
人らしいオリジナリティあ
ふれる結婚披露宴が実
現します。一生に一度の
ウエディングを、“二人らし
さ”が光るオリジナル結婚
式にしませんか。

ディズニーがテーマの披露宴。夢の
国で時間を忘れて楽しんでもらい
たいという思いがあふれています

ナチュラルな雰囲気のやさしい
コーディネートでおもてなし。ゲス
トがほっと安らぐ空間に
アンティークカラーでまとめたメインテーブル。レ
トロな小物も飾って“大人ナチュラル”な雰囲気に
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メインテーブルはソファーとローテーブルで。新郎新婦とゲ
ストとの距離が近づき、写真も撮りやすく会話も弾みます

ナチュラル
な白とグリ
ーンをテー
マカラーに
したお二人。テーマカ
ラーが引き立つように
ブラウンを取り入れる
ことで、よりお二人ら
しい“大人ナチュラ
ル”な雰囲気の会場コ
ーディネートに仕上げ
ることができました。

ゲスト席はガラスの花器にカスミ
ソウとアイビーを入れて涼しげに
ケーキはシンプルに。花とクッキー
イニシャルでかわいらしさを演出

お二人が創り上げ
たかったのは“シ
ンプルだけどかわ
いらしい雰囲気”。
装花にカスミソウとグリーン
を多く使ってナチュラル感を
出したり、淡いピンクのナフ
キンをリボン型に折ってかわ
いらしさをプラスしたり、お
二人らしいコーディネートで
プレゼントボックスのようなケーキ。かわいい 花を一輪挿したガラスのボトルを周り （プランナー・東ゆりえ） ウエルカムボートは新婦のお友達の
した。（プランナー・大橋和彰）
クマが二人共通の趣味のフットサルをしています

に置くと、ナチュラル感が増します

手作り。会場の雰囲気にぴったり

鈴木貴視さん♡美幸さん

先輩
カップル
テーマは“ハロウィンパーティー”
レポート みんなに楽しんでもらえる結婚式にしました
2015年10月24日

シンデレラ城の舞踏会を思わ
せる華やかなコーディネートで ダイヤの指輪のようなナフキン
リグを使ったコーディネート
おもてなし。「日常を忘れて楽
しんで」という思いを込めて

カボチャの馬車のリングピ
ローとガラスの靴を飾って

アリスのティーパーティーのような
会話が弾む賑やかな披露宴

パープル系のシックな装花とともに、アリスをイメ
ージさせる時計やトランプ、洋書などを飾りました

憧れのシャンパ
ンタワーの演出。
テーマカラーの
ブルーに光り、
神秘的なクライ ３段の大きなケーキに入刀。レッドカーペットを登っ
マックスに
た先にある、パティシエ力作のシンデレラ城に注目！
コーディネートや小物・演出はもちろん、ＢＧＭも
シンデレラの曲を入れたり、披露宴入場直前に鐘の
音を12回鳴らしたり“音によるシンデレラの世界観”
にもこだわりました。
（プランナー・田辺莉香子）

～プランナーからひと言～
ハロウィンといえば夜のイメ
ージなのでテーブルクロスや
ナフキンは落ち着いた色に。
一方で、全体的には明るい雰
囲気にしたかったので、照明
や装花、キャン
ドル、小物で賑
やかにコーディ
ネートしました。

◆ここに決めた理由は？
お城のような外観が気に入ったことと、料理がおいしかったことです。
（安藤沙耶香）
◆こだわったポイントは？
みんなに楽しく過ごしてほしい、今まで出席したことのない結婚式にし
たいという思いで、結婚式のテーマを「ハロウィンパーティー」にし、ディスプ
レイや演出にこだわりました。会場やロビー、トイレなどにガーランドやカ
ボチャ、バルーン、ぬいぐるみなどを飾り、会場の中にはソファーを置いて
くつろげる空間を作りました。ケーキもク
ッキーで作ったお菓子の家をトップにのせ
たり、すべてにハロウィンを意識しました。
◆嬉しかったこと、印象的だったことは？
みんなに会えたこと。みんなと集まって、
いっしょにワイワイできたことです。
◆担当プランナーへ
わがままを聞いてもらったり、なかなか決
めきらない時にはお尻をたたいてもらった
り、たくさん迷惑をかけたけど、よい式が
挙式はガーデンで。フラワー＆バブルシャワーでゲストから祝福を受けた
できました。ありがとうございました。
後はバルーンリリースを。お開き後もガーデンで打上花火のサプライズ！

ウエルカムグッズもアリス一
色。飛び出す絵本もかわいい！

引出物袋にトラ
ンプ柄の手作り
名札をつけるな
ど、素敵＆心配
新郎自らが木を削って作ったビッグスプーンでファース りアイテムが光っていまし
トバイト。まるで二人が小さくなったような演出に
た。（プランナー・小野華奈）

会場装花はオレンジ系。ハロウィンの ステージからの入場では“魔法の杖” テーブルフォトではゲストに仮装しても ハロウィンの小物に大好きな猫と趣 色々なグッズを二人で買い
味のダーツを盛り込んだ受付グッズ に行ったのもいい思い出に
お菓子やカボチャのオブジェも飾って を振ってキャンドル一斉点火の演出を らって楽しく賑やかに撮影しました

Spot
Light

～【新連載】ベルフォーレ西条スタッフからのメッセージ～

新婦様の気持ちを一番に
心を込めてお手伝いします
一生に一度の一枚を、心を込めてスタイリング

ス ポ ッ ト ラ イ ト

結婚式の準備をする上で、ブライダル衣裳、特に
新婦様のお衣裳はとても大きい存在です。新婦様が心から楽しみにされて
いるお衣裳合わせでは、新婦様のご希望を一番に考え、私たちプロならで
はの目線でお手伝いさせていただいております。お顔立ち、体型、似合う
色、さらには会場装飾の雰囲気との相性なども考慮し、“一生に一度の一
枚”が素敵な想い出となるよう、心を込めてスタイリングいたします。

キュート＆エレガントな新作ウエディング

「ドレスの仕入れ」という仕事

ドレスの仕入れは衣裳部の大事な仕事です。毎年新作
展示会が京都であり、各メーカーを何件も訪れ、実際に
ドレスを見て、購入するドレスを決定します。ウエディ
ングのみならずファッションの動向も意識してドレスを
選びますが、一番大切なのは新婦様の喜ばれる顔を思い
描くこと。そうすれば、自然と購入ドレスが決まります。
実際に私たちが選んだドレスを新婦様に気に入っていた
だけた時は、心の中でガッツポーズをしています（笑）。
ハーディ

エイミス

新しいブランド『HARDY AMIES』をどうぞお楽しみに！

英国風エレガンスの気品ある美しさで、ワンランク上のロイヤルウエディングへご招待いたします

先着
10組様
限定

早割プラン

挙式日から12か月以上前の
申し込みで超お得！
新郎新婦衣裳レンタル料
２着目以降すべて無料

この度、人気ブランド『HARDY AMIES』が新登場! イギ
リス王室ドレスも手掛ける英国唯一のオートクチュール
ブランドで、本物の上質感とシンプルかつインパクトの
あるスタイルが魅力。特に、今回入荷したパープルのド
レスはとてもきれいな配色で、展示会の際に最も目を惹
いていた一枚です。是非一度ご試着にお越しください!!

妻へ夫へ「○年目の ★編集後記★イケダコラム「STAR WARS EP7」★
年末に公開された『スターウォーズ』の新エピソードで、今、世界中が
ラブレター」プロジェクト 盛り上がっています。私も大のSWファンで、公開したその日に映画館へ

銀婚式や金婚式はもちろんのこと、
ご夫婦やご家族にとって節目となる
年に、「○年目のラブレター」として、
妻へ夫へ感謝の気持ちを伝えてみま
■１着目のレンタル料だけでブランドドレス せんか。記念写真を撮ったり、ご家族
から色打掛まで何着でもＯＫ！
で食事会をしたり、ベルフォーレ西条
■二人で3着ずつ着た場合45万円もお得 でもお手伝いさせていただきます。
※12か月以上前に50名以上の挙式・披露宴を
申込されるカップル様対象。美容着付料別途 どんなご相談でもお待ちしています！

駆けつけました。SWは今まで全６エピソードが公開されているSF大作で、
初回作はなんと1977年に公開されました。子供の頃、初
めてこの映画を見た時、壮大なストーリーやキャラクタ
ー、未来感に衝撃を受けて大ファンになりました。最新
作では、往年のキャラクターも30年後の設定で出演して
いて、ファンにはたまりません（笑）。
書きたいことは山ほどありますが長くなりそうなので、
まだ見ていない方は、是非過去の作品をチェックしてか
ら絶賛公開中の最新作を観に行ってみてはいかがですか。
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■ベストインプレッションフェア■

平日もフェア開催！
※予約優先・無料

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！

【毎週月＆木曜】
女子力ＵＰ！
ブランドドレス独占試着会

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！

【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】
スイーツ付♪
会場まるごと見学会

★ フェア詳細・ご予約はホームページまたはお電話で ★

9:30～19:00 ※要予約・無料

■3D映像体験＆全館開放見学フェア■
9:30～19:00

※予約優先・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（1/24・2/27・3/5は10:00～12:00） ※予約優先・無料

■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体験できる！ ブライダル相談は午後からもＯＫ

9:30～12:00

※予約優先・無料

■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！

[1/31, 2/6, 2/20, 3/19]12:00～14:00 ※要予約・有料

★ facebookでもブライダル情報を更新中 ★
【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

ブログは
毎日
更新中

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

℡0120-181-226

◆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4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

