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私共 THE SAIHOKUKAN HOTEL では、 おひとりおひとりの個性を活かした、 その人にしかない世界にたった一つのウェディ

ングプランをご用意させていただきたいと考えております。 ときにはウェディングのイメージが湧かないお客様、 またお時間のな

いお客様にもご安心していただける 6 つのプランをご用意させていただきましたのでご参考にしてください。 もちろんウェディングプ

ランナーに全てをお任せいただいても結構です。 おふたりの馴れ初めや共通のご趣味、 思い出の場所等どんな些細なこ

とでも構いませんので、是非私共 THE SAIHOKUKAN HOTEL のウェディングプランナーに思いの丈をお聞かせくださいませ。

ORDER MADE



THE　STANDARD
いわゆる犀北館ウェディングの定番スタイル

多くのカップルが憧れ続ける典型的な結婚式

のスタイルを叶えます。 おふたりの大切なゲス

トをご招待して感謝の思いをカタチに。 お料

理や会場装飾の細部まで本物にこだわり、

おふたりにとっても生涯忘れられない 1 日を。

【対象】 30 名様～　【期間】 通年　【お見積り例】 40 名様の場合　1,468,981 円（税込）　70 名様の場合　1,902,373 円（税込）

【内容】 挙式（キリスト教式）　料理（コース）　飲物（フリードリンク）　衣裳（新郎洋装 1 着 ・ 新婦洋装 2 着）　着付 ・ 美粧　介添　会場費　親族控室　音響照明　

　　　　　ゲストテーブル装花　テーブルクロス　ナプキン　スタジオ写真（3 ポーズ）他

【特典】 ・ 新郎新婦様へ当日のご宿泊（1 泊朝食付）・ 長野市内限定　ホテルマイクロバス送迎 1 台 ・ ゲストの宿泊料 30% 割引　 ・ ご両親衣裳レンタル 50% 割引

　　　 　 ・ 会場装飾設置料 100% 割引　 ・ ご結婚の 1 周年記念にご宿泊又はディナーを無料ご招待　他



WITH　FAMILY　
溢れる思いに言葉を沿えて

いつも一番近くで見守ってくれたご親族

のみをご招待して。 本当は結婚式を

予定していなかったおふたりも、 親孝

行とお披露目を兼ねてシンプルで準備

期間もコンパクトにお手伝い致します。

【対象】 4 名様～　【期間】 通年　【お見積もり例】 8 名様の場合　494,837 円（税込）30 名様の場合　791,417 円（税込）

【内容】 挙式（キリスト教式）　料理（コース）　飲物（フリードリンク）　衣裳（新郎新婦洋装各 1 着）　着付 ・ 美粧　介添　会場費　親族控室　音響照明　

　　　　　ゲストテーブル装花　テーブルクロス　ナプキン　スタジオ写真（1 ポーズ）　他

【特典】 ・ 新郎新婦様へ当日のご宿泊（1 泊朝食付）・ 長野市内限定　ホテルマイクロバス送迎 1 台 ・ ゲストの宿泊料 30% 割引

　　　　 ・ ご両親衣裳レンタル 50% 割引　 ・ 挙式料 50% 割引（いずれの挙式スタイルも可）・ ご結婚の 1 周年記念にご宿泊又はディナーを無料ご招待 他



MODERN　JAPANESE　
奥ゆかしい “和” がテーマの一日

日本の伝統的な神前式を、 館内で移動することなく叶

えることが出来ます。 本物にこだわった作品（和装）

に身を包み、 ゲストへのおもてなしや料理にも” 和” を

取り入れて。 思い出の神社仏閣での外式のお手伝い

も、 もちろんお任せくださいませ。

【対象】 4 名様～　【期間】 通年

【お見積もり例】

40 名様の場合　1,357,441 円（税込）

70 名様の場合　1,790,833 円（税込）

【内容】

挙式（神前式）　料理（コース）　飲物（フリードリンク）

衣裳（新郎新婦和装各 1 着）　着付 ・ 美粧　介添

会場費　親族控室　音響照明　ゲストテーブル装花

テーブルクロス　ナプキン　スタジオ写真（2 ポーズ）他

【特典】

・ 新郎新婦様へ当日のご宿泊（1 泊朝食付）

・ 長野市内限定　ホテルマイクロバス送迎 1 台

・ ゲストの宿泊料 30% 割引

・ ご両親衣裳レンタル 50% 割引　

・ セレモニー用鏡開き 100% 割引　

・ご結婚の1周年記念にご宿泊又はディナーを無料ご招待 他



CASUAL　
特別な日こそ、 いつも通りのふたりで

堅苦しい結婚式はご希望に沿わないというおふた

りは、 ゲストとゆっくり歓談時間を過ごすのもいか

がでしょうか。 ローストビーフのワゴンサービスやス

イーツブッフェ等の演出を取り入れる事で、 華やか

なパーティーがさらに盛り上がります。

【対象】 4 名様～　【期間】 通年　【お見積もり例】 40 名様の場合　1,310,581 円（税込）　70 名様の場合　1,743,973 円（税込）

【内容】 挙式（キリスト教式）　料理（コース）　飲物（フリードリンク）　衣裳（新郎新婦洋装各 1 着）　着付 ・ 美粧　介添　会場費　親族控室　音響照明　　　　

　　　　  ゲストテーブル装花　テーブルクロス　ナプキン　スタジオ写真（2 ポーズ）　他

【特典】 ・ 新郎新婦様へ当日のご宿泊（1 泊朝食付）・ 長野市内限定　ホテルマイクロバス送迎 1 台 ・ ゲストの宿泊料 30% 割引　　

　　　　 ・ ご両親衣裳レンタル 50% 割引　 ・ 衣装レンタル 2 着目 50% 割引　 ・ ご結婚の 1 周年記念にご宿泊又はディナーを無料ご招待　他



BUFFET　PARTY
会費制の自由で気軽なパーティー

会費制の為、 おふたりのご負担も少なく、 大

勢のゲストをお招きしても少ないご予算での結

婚式が可能です。 気軽に楽しめる 1.5 次会

的なパーティー形式で、 堅苦しくなりすぎず

参加できる新しいスタイルです。

【対象】 20 名様～　【期間】 お申し込みから 3 ヶ月以内の実施

【お見積もり例】

40名様の場合　594,440円（税込）　

※会費1万円の場合、 おふたりのご負担金20万円以内

【内容】

挙式（会場内人前式）　料理（ブッフェ）　飲物（フリードリ

ンク）　衣裳（新郎新婦洋装各 1 着）　着付 ・ 美粧

介添　会場費　音響照明　ゲストテーブル装花　テーブルク

ロス　ナプキン　他

【特典】

・ 長野市内限定　ホテルマイクロバス送迎 1 台

・ ゲストの宿泊料 30% 割引

・ ご両親衣裳レンタル 50% 割引　

・ スクリーン、 プロジェクター設置料 100% 割引 他



憧れをたくさんお持ちのおふたりも、イ

メージが全く湧かないおふたりも、 ご

遠慮なくご要望をお聞かせくださいま

せ。 プランナーがおふたりだけの結婚

式をご一緒にお手伝いさせていただきます。

ORDER MADE
結婚式は十人十色

【対象】 2 名様～　【期間】 通年　【お見積もり例】 おふたりのご希望、 ご予算に合わせて応相談

【内容】 おふたりのご希望、 ご予算に合わせて応相談

【特典】 オーダーメイドのプラン内容に合わせて、 おふたりに特別な特典をご用意


