
2018 November Wedding Event

e-bridal@sunroyal.co.jp
〒890 - 8 5 8 1　鹿児島市与次郎 1 丁目 8 - 1 0
Tel.099-253-2131

無料シャトルバス運行中
ホテル⇔中央駅・天文館

▲おふたりもゲストもリラックスして楽しめるウエディングセレモニー　おふたりに寄り添い、想いを形にしていくお手伝いを致します。

▲独立型チャペルなので、プライベートガーデンでウェルカムパーティ
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プランナーと見積りや日程についてじっくり相談！
チャペル＆会場見学、演出体験などもできます。

7・14・21・28

受付　10：00 ～19：00

【45周年】婚礼料理フルコース
無料試食フェア

ランチバイキング付おすすめフェアです。平日
だから時間を気にせずゆっくりと相談できる♪

ホテル特製カレー付！
気軽なランチ相談会

大切な結婚式。全てを確認したい
新郎新婦へおすすめのフェア♪

運命の一着、憧れのドレスに出逢えるフェア！
ママになる花嫁も安心してご試着いただけます。

2部制：受付  9：30 / 12：00

2 部制：受付  9：30 / 12：00
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1・8・15・22・29

ランチバイキング付
独立型チャペル×バブルシャワー体験
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6・13・20・27

11/

開業 45 周年記念新メニューのフルコース試食会。
ゲスト目線で味と量をチェック !

<人気No.1> 美景×美食
シェフ厳選の特製ランチ美食会

2・9・16・30

仕事帰りもOK!
プランナーに何でも相談フェア

5・12・19・26

ホテル最上階からの眺望、美味しい料理。
ホテル自慢の料理を無料で味わうチャンス！

2部制：受付  9：30 / 12：00

チャペルの見学＆バブルシャワーの幻想的な
雰囲気に包まれる本格的な演出体験も。

運命の 1 着を探そう！
絶品スイーツ付ドレス試着会

ランチ付・演出・ドレス
よくばりウエディングフェア

※上記指定の日程以外でもご相談を承りますので、
　まずはご希望のお日にちをお気軽にご連絡ください。
　少人数の披露宴・お顔合わせの食事会、結納の
　ご相談も承ります。
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2 部制：受付  9：30 / 12：00

無　料 要予約

《スターライトセレモニー》
チャペル新演出体験 × 無料試食

チャペルの新演出スターライトセレモニーを体験。
婚礼料理もまるごと試食できるお得なフェア。

11/
2 部制：受付  9：30 / 12：00
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鹿児島サンロイヤルホテル ブライダルサロン　tel.099-253-2131

《スターライトセレモニー》
チャペル新演出体験 × 無料試食

おふたりの これまで と これからに寄り添える場所           
SunRoyal Wedding        

SunRoyal Wedding

 3・4

23・24・25
SAT SUN

１1/ 3（土）・4（日）・23（金）・24（土）・25（日）

▲新しいチャペル装飾を使って、フォトスポットを作ってみませんか？



Topics Topics

www.sunroyal.co.jp

プロポーズを考えているけど、どうしたらいいか分からない。
何から準備したらいいんだろう。
そんな方へ、プロのウエディング
プランナーが、お手伝いいたします。
是非、ご相談下さい。

出会いがない。でも、大人数の婚活パーティは恥ずかしい。
そんな方へのお見合いサポートを、
サンロイヤルホテルで行います。
ご興味をお持ちの方は、
ブライダルスタッフへ
お問い合わせください。

プロポーズサポート
Marriage interview supportPropose support
お見合いサポート

公式HP http://www.sunroyal.co.jp/wedding/ウエディング公式HP

Wedding Column

sunroyal_wedding

News Pick Up

サンロイヤルウエディング

ブライダルフェアの予約はこちらから

お顔合わせ・ご結納のご案内

和スタイル　　　　　　　　　　   洋スタイル

結納は、両家が一つになるための伝統的な儀式。
お顔合わせは、初対面の両家家族が集まって、
飲食を共にする婚約食事会。
鹿児島サンロイヤルホテルでは、和風スタイルと
洋風スタイルの２タイプをご用意しております。
両家のお付き合いを新しくスタートさせる大切な
場だからこそ、プロにご相談下さい。

ウエディング公式HP　リニューアルオープン鹿児島サンロイヤルホテル 公式HP

おめでた婚・パパママ婚におススメ 【予算】 【時間】 【体調】の３大不安を解消
▲ 当日は、休憩や授乳にも使える客室をご用意。 打合せも個室なので出産後のベビーを連れての来館もOK

【予算】 50名150万で必要な物は全て含まれた『安心サポートプラン』をご用意
【時間】 準備期間は、最短1ヶ月でOK。 打合せの回数も少なくして負担を軽減
【体調】 定休日がないので、体調に合わせたスケジュール調整が可能。当日のサポートもホテルなので安心

ママ花嫁の安心ポイント

【サンロイヤルの お・も・て・な・し】
鹿児島サンロイヤルホテルは、年中無休です。
おふたりのご予定に合わせて、スケジュールを調整致します。
他のウエディング会場がお休みの（火曜日)も空いているので、他館の
スケジュールと合わない時は、気軽にお問い合わせ下さい。
おふたりと、おふたりの大切なゲスト、そして親御様にも満足いただける
ホテルならではのワンランク上のおもてなし。
結婚が決まったらまず、ここへ!！

【開業45周年 婚礼料理フルコース】
鹿児島の味を知り尽くした和洋の料理長たちが、開業45周年を
記念して、披露宴でしか食べられない特別なフルコース料理を造り
あげました。 45周年目の今だけ、実際の婚礼料理を全品試食できる
特別なフェアを開催中!
本物の味とボリュームをこの機会にご体験下さい。

１1/ ４( 日 )・11（日）・17（土）・18（日）
【45 周年】婚礼料理フルコース無料試食フェア

星空の教会式 ～スターライトセレモニー～

お２人の想い出を振り返るストーリー
チャペルを星空に変える映像演出
家族との絆を紡ぐ感動のセレモニー

 【スターライトセレモニー】
・満天の星空に感動しました。
・こんな挙式見た事ない!
・ときどき出て来る流れ星に願い事を
     したくなった。
・人の結婚式で久しぶりに泣いた!
・星空とキャンドルの雰囲気がすごく素敵
    など体験された方々から絶賛の声が続出! 
    ぜひ、体験してみて下さい。


