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Spot
Light
ス ポ ッ ト ラ イ ト ⑦

先輩カップル
レポート

カクテル・ウエディング流行りの
デザインが多数登場しました★

印象的なつるバラの
刺繍をアシンメト
リーにあしらった、
大人っぽいVネック

金糸の刺繍とスパ
ンコール加工を施
した高級感漂うプ
リント素材

SPIRALGIRL

LAURA ASHLEY

HARDY AMIES

プレ花嫁必見の

新作ドレス‼

2月24日 渡部優也様＆下西明日香様

■こだわったポイントは何ですか？

・祭りを盛り込んだオープニングムービー入場。
・メインキャンドルの代わりにだんじりの提灯に点灯。
・席札に木札を使ったこと。

■結婚式をしてよかったことは何ですか？

今まで携わってきた人たちのありがたさを、改めて実感した。

■結婚式をしてうれしかった事、
印象的だったこと

妹からのサプライズムービーが嬉しかった。
式が終わった後、みんなにいい式だったよと
言ってもらえて結婚式をしてよかったと思いま
した。当日少しでもだんじりが動き、優也が嬉
しそうだったのが印象的だった。

■担当プランナーへ

田邊さん今まで本当にお世話になりました♡

たくさん無理なお願いをしてご迷惑をかけてし
まったけど、田邊さんのおかげで思い出に残る
ステキな結婚式になりました‼田邊さんが担当
プランナーさんで本当に良かったです♡ありが
とうございました(#^^#)また会いに来ます♡

木札を使った席札‼

点灯後に、友人より祝福の差し上げ！

大好きなおばあちゃんに最後
の身支度、ベールダウンを。
思いがこみ上げる瞬間。

親御様からのメッ
セージで、家族の暖
かさを改めて実感。

披露宴では「西条祭り」に特
にこだわったお二人。木札、
オープニングムービーなどに
西条祭りが盛り込まれ、お二
人らしさが出ておりとても素敵
でした！たくさんの方に祝福さ
れ終始賑やかで温かいご披
露宴でした。いつも仲がいい
お二人、末永くお幸せに☆

プランナー
田邊 里奈

ケーキは大好きなスヌーピー
二人で力を合わせて入刀🌼

こだわりのテーブルコーデ♪
クロスは2色使い、大人っぽく豪華
な雰囲気が素敵な会場になりました。

色打掛で入場！
今日は来てくれてあり
がとう★最高の笑顔

衣装部からひと言♪

今回は新しいブランド
「SPIRALGIRL」が登場！

シンプルでかつ大胆なデザイン
は、スタイリッシュに輝きたい女
性にぴったりなブランドです。
その他のドレスも旬なカラー、
デザインを入荷しました。

ぜひご試着にお越しください。

繊細な加工を施
したコンパクト
なボディにソフ
トなドレープ感
のサテンシャン
ブレｰジョーゼッ
トのスカートが
エレガントなエ
ンパイアドレス

上質な花びらをあしらったラグジュアリーさ
を感じるデザイン背中は透け感のあるレース
がとても可愛らしくトレーンはオーガンジー
の光沢感あるフリルが滑らかに広がっている

袖のあるドレスは肌
の露出が控えめでク
ラシカルな雰囲気と
上品な印象を演出で
きる大人女子必見の
デザイン

カメラマン特集～第1弾～ 「写真にかける思い」

Photograph Hi-Clutch!
Facebook：松浦豪 MAIL：hi-clitch@ruby.plala.or.jp 

Instagram：hiclutch245 office：西条市大町719－1

TEL：0897－47－2885 HP：http://hi-clitch.com

今回のスポットライトは、カメラマン特集。第４弾にわたり各カメラマンの個性や良さをご紹介し
ていきます。新郎新婦の大切な一日をレンズで納めるカメラマンの「写真にかける思い」。前撮
りに始まり当日と最高の一枚を追い求めるカメラマンをぜひご覧ください。
第1弾は「Photograph Hi-Clutch!」にご協力していただきました。

西条市を拠点に愛媛県東予地域でブライダル写真を中心に写真業を営んでます。何十年経ってもその日の思
い出や幸せが蘇ってくる様な写真を撮る事を心がけて、お二人の為だけにシャッターを切ってます。その時の幸せ、
笑顔や喜び、嬉しい事や楽しい事。頑張った事や大変だった事など。お客様の大切を大切な写真に残す。そ
んなお手伝いが出来るように、「初心忘れるべからず」の志でお二人の気持ちに寄り添える様な撮影ができれば
と思います。こんな事やってみたい！こんな写真撮ってみたい！こんな場所で撮りた
い！お二人らしい幸せの形がたくさん残せる様に。いつまでも思い出になりますように。

mailto:hi-clitch@ruby.plala.or.jp
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ベルフォーレ西条 検索

≪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】11:00～19:00

◆19時以降または火曜定休日のご来館はご連絡を
◆次号は201８年８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！ 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

■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 ※予約優先・無料

【毎週月＆木曜】
ドレス試着！

プレ花嫁体験フェア

【毎週水曜】
フォト婚&

【毎週月曜日】
1年以上先を検討
早割プラン説明会

℡0120-181-226

【アクセス】
西条IC
より車で15分

西条駅から車で
5分・徒歩15分

■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・Instagramでもブライダル情報を更新中 ★

6/1

編集後記
イケダ
コラム

5/1

見積もり徹底相談会

■日程×予算相談×館内見学×３D映像体験まるごと相談会■

■出来立てを体感シェフこだわりのフルコース試食会■
婚礼料理12000円コースを１名様2000円で試食できる！ ※要予約・有料
[4月8/5月13・27日/6月17日] 12:00～14:00

【毎週金曜】
★秋Wを希望の方必見★
今がお得の特典説明会

＃ベルフォーレ西条 ＃bellforetsaijo で検索してね♪

7/1

おかげさまで 50周年 迎えました

ブライダルフォトプラン
Pick Up
インフォ
メーション

おすすめ
プラン
情報

おすすめ
プラン
情報

お客様の人生に寄り添い、心と心を通わせながら、
ご縁で結ばれて、はや50年

日頃の感謝の子持ちを込めて毎月5組の
お客様へお得なプランをご用意しました

挙式まるごとプレゼント
挙式料・新郎1着・新婦1着

など 計50万円分♪
※他ﾌﾟﾗﾝ・特典との併用不可・
持込不可
※50名様以上の挙式・披露宴
をするカップル対象

NEW

一生に一度の花嫁姿を記念撮影しませんか
選べる2タイプにリニューアル★
お好きな衣装で特別なひと時を

シンプル1着Princessコース

新郎新婦各1着・着付料・写真

￥120,000

しっかり3着Roiyalコース

新婦3着・新郎2着・着付料・写真

￥180,000

4/16

春のぽかぽか陽気に
ナチュラルウエディング

4700坪のアンティークなお
城＆ガーデンを貸切る
Weddingが実現！！

開放的なロケーション、お城をバックに
見つめあう二人…ガーデン挙式はまる
で映画のワンシーン！トレンドのナチュラ
ルスタイルだから、かしこまらず和やか
な雰囲気で式に臨める。大好きなみん
なと喜びをシェアしてみませんか？

火星移住と聞いてＳＦ映画のようですが、現実味を帯びてき
ました。アメリカのスペースＸ社が発表した2024年に有人
宇宙船を火星に送り、移住を実現させる計画です。同社の
ロケットは再利用可能で、使い捨てだったブースターを指定
の位置に着陸させる事に成功し世界に衝撃を与えました。
民間企業が低コストでの打ち上げを成功させ、次なる目標
は火星という事だそうです。地球は
増えすぎる人口を受け止められなく
なる事に備え、新たなフロンティアを目指すらしいのです！
火星に移住する人はまさに火星人
になるという事なのでしょうか。
私も行ける事なら行ってみたい気も
しますね！

「火星移住計画」
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