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ベビーベッド 1
フリードリンク 70
乾杯ﾄﾞﾘﾝｸ 9

挙式時刻 P担当 料理演出

披露宴時刻 キャプテン 73
二次会 2次会担当 73
二次会場所 ヘアメイク

ブライズルーム ●参列者衣裳
TIME 時間 着付 ヘアセット メイク 精算方法

12:30 13:30 様 郎 母 留袖 アップ フル 立替

13:30 様 婦 母 留袖 アップ 立替

14:00 様 婦 伯母 留袖 ブロー 当日精算

親族控室オープン 様

挙式リハーサル チャペル 参加者：両家両親 様

様

様

様

様

15:30 様

●受付

□ゲストブック（カード式）　　　　　　　　　□席次（全員分）　　　　　　□席次表お渡し（会場）　　　　　　□ウェルカムボード　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

【受付係】 新郎側 様 様 （受取：新婦母）

様 様

●挙式

ＬＡＰ

20

30

30

15

25

30

ゲスト配り 1
ゲスト配り 2
ゲスト配り 3

4
5

●受付にて渡す車代 有 6
7
8
9

10
●車イス 有　1台

●喫煙・禁煙 禁煙
外のみOK

新郎新婦紹介

受付装飾グッズ 持込
プロフィールDVD 持込

席札 当方 ウッドブロック
メニュー 当方

リング 持込
席次表 当方 ランドスケープ

チャペル ウェルカムボード 持込
その他 リングピロー 持込

メイン 結婚証明書 当方
ゲスト ゲストブック 持込 カードタイプ

●花の持ち帰り 必要物・お預かり物 手配 備考 注意事項

立礼・送賓 　 　プチギフト　（　タブレス　）

エンドロール 有 プレミアム 両親　見る

18:50 新郎新婦退場 2名 ♪　○○○○  /   ○○○○

新郎謝辞 新郎　　 ○○　○○  様

両家代表謝辞 新郎父　○○　○○　様

両親へ花束贈呈 有 ストレート   ブートニア　有  　　／ 　記念品　 無 ♪　○○○○  /   ○○○○

18:30 新婦からの手紙 有 新婦様より ♪　○○○○  /   ○○○○

18:25 ＤＶＤ上映 バックストーリー

18:10 余興

17:50 お色直し入場 ガーデンより フォトラウンド ♪　○○○○  /   ○○○○

祝電披露・ＤＶＤ上映

新郎 母：○○○○様と ♪　○○○○  /   ○○○○

17:20 お色直し退場 新婦 祖母：○○○○様と ♪　○○○○  /   ○○○○

ケーキカット ファーストバイト交互 郎→婦 ⇒ 婦→郎（当方ビッグスプーン使用） ♪　○○○○  /   ○○○○

新婦友人スピーチ ○○○○　様 中学時代友人

新郎友人スピーチ ○○○○　様 高校時代友人

16:50 食事開始 生ハムカービング　

乾杯 新婦上司 ○○○○　様 株式会社○○　部長 ♪　○○○○  /   ○○○○

プロフィール紹介 乾杯酒の準備をしながら ♪　○○○○  /   ○○○○

主賓挨拶 新郎上司 ○○○○　様 株式会社○○代表取締役

ウェルカムスピーチ 有 新郎様より

開宴の辞 司会者

16:30 新郎新婦入場 カーテンオープン ♪　marry you / Brouno　Mars　

オープニングムービー 有 ご自作

BGM

16:20 来賓入場 歓談曲：ジャズ

ＴＩＭＥ 項目 詳細

集合写真 全員見上げ 【場所：ガーデン】 親族集合 【場所：ガーデン　】　25　+　2名

来賓退場

式後演出 フラワーシャワー【場所：ガーデン】

結婚成立宣言・閉式の辞 司会者より

新郎新婦退場 拍手

誓いのキス 新郎が新婦のベールを上げキスをします

結婚証明書署名・披露 新郎⇒新婦⇒代表2名 代表 （　〇〇　〇〇　 様）　（　〇〇　〇〇　様）

誓いの言葉 会場用意

指輪の交換・披露 リングピロー【　持込　】 リングベアラー 有 （　やまだ　たろう　くん　3歳 ）

司式者・新郎入場

新婦入場 エスコート【　新婦お父　様】 ベールダウン 　有 (　　新婦お母 様より  　)  ※チャペル内にて

TIME 内容 内容 詳細

来賓入場

○○　○○ （受取：新郎母） 新婦側 ○○　○○ 【バス】

○○　○○ ○○　○○

ご来賓・ご友人をご案内 待合室⇒チャペル 来賓・友人誘導

挙式スタート チャペル

ご親族を挙式場へご案内 親族控室⇒チャペル 親族誘導

親族紹介 チャペル 紹介【　御両家　お父様より 】　

15:00
リングボーイ：

14:30

お写真撮影 控室⇒チャペル セトレ　○○

受付・ウェルカムドリンクスタート 受付 受付ゲストへ受付説明 セトレ　○○

親族控室

項目 場所 スタッフメモ 名前 続柄

新郎新婦入り⇒お支度スタート ブライズルーム 電報確認・お手紙・指輪お預かり ホロニック○○

バンケット ◎◎
チャペル1F 【ノバレーゼ】郎父・婦父モーニング・郎母留袖　　【持込】婦母留袖

GLAD
20:00-22:00 ▲▲ トーション 平織 演出映像 プレミアムエンドロールプラス

15:30 〇〇 生ハムカービング 写真 フルール40Ｐ・型物1ポーズ(集合:ｶﾞｰﾃﾞﾝ)
16:30-19:00 ▲▲ ケーキ スクエア1段 記録映像

装花
ﾁｬﾍﾟﾙ,ﾒｲﾝ,ｹﾞｽﾄ×12,ｹｰｷ装花

4,500 贈呈花束×2,ﾌﾞｰﾄﾆｱ×2,ﾌﾗﾜｰｼｬﾜｰ
3,000 司会 ○○○○

ホロニック　太郎 様 セトレ　花子 様 あり

5,000
衣裳

郎）TX→インナーチェンジ
あり 婦）WD→CD→2次会用WD

ITEM

人前式 料理  18,000 挙式 人前式11 月 22 日
バンケット FOOD


