明治学院白金チャペル Wedding Information

2023 年度版（2023 年 4 月〜2024 年 3 月）
学校法人 明治学院
株式会社明治学院サービス

ご挨拶
「愛とはふたりの心の喜び、ふたりが分け合えば、それが愛」とは、ある中世の
ドイツの詩人の詩の一節ですが、しかし男女の愛ほど不確かで長続きしにくいものも
ありません。愛とはなにか、その定義はむずかしいのですが、長い結婚生活を
おくるためには愛以外のことも必要です。それは、信頼、誠実、寛容、謙遜、思いやり
といった人間世界一般に通じる、人間関係を豊かにする心のありようです。それが
愛の中身なのかもしれません。
結婚とはまったく違った環境で育った二人が共同の生活を営むということです。
ときには感情むき出しでぶつかることもあるでしょう。社会生活を送っていれば
自分の感情を抑えなければならないことが多々あります。逆に家庭は感情を
ある程度率直に出せる場でもあります。そのときは相手を理解することが重要に
なります。さまざまな葛藤や軋轢を乗り越えたとき、「二人は一体となる」という
聖書の言葉が実感できるようになるでしょう。大いに喧嘩をし、大いに仲良く
なってください。
明治学院学院長

鵜殿 博喜

明治学院チャペルにおける結婚式について
お二人は、どのようにして出会われたのでしょうか？学生時代に知り合われたという
方もあるでしょう。社会人として働き出してから出会われたという方もあるでしょう。
どのような出会いであったとしても、お二人が今、結婚に向けての歩みを着実に進めて
おられることを心からお喜び申し上げます。
明治学院チャペルでの結婚式は、キリスト教の礼拝形式で行われます。
ここで結婚するお二人の出会いをわたしたちは「偶然の産物」とは捉えません。
お二人それぞれのこれまでの人生を導き、出会いの時を与えてくださった、神による
ご計画であると捉えます。
ですから、そのようなお二人を出会わせてくださった神の御前において、神への感謝を
表す礼拝の形で結婚式を行うのです。これは、なかなか簡単には理解できないことかも
しれません。しかし、肝要な点ですので、司式を担当する牧師との結婚準備会、
あるいは教会での礼拝出席などを通じて、キリスト教に触れ、神の御前で結婚する
ことについて理解を深めていただくようにしています。
「愛する者たち、神がこのようにわたしたちを愛されたのですから、わたしたちも互いに
愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。わたしたちが互いに愛し合う
ならば、神はわたしたちの内にとどまってくださり、神の愛がわたしたちの内で全う
されているのです。」（新約聖書：ヨハネの手紙一

４章１１節以下）

お二人が、明治学院チャペルでの結婚式を通して、一層愛を深め、尽きることのない
神の愛に包まれながら歩んでいかれることを願っています。
明治学院牧師

北川 善也
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お申込みと当日のご注意
1・挙式可能者
明治学院チャペルでの結婚式へお申込み戴ける方は、当事者のいずれかが次に該当する方となります。
①同窓生

②現・元教職員

③法人役員

④①〜③の近親者

＊キリスト教信者の方は、所属教会での挙式をお願いしております。

2・学院牧師面談について
挙式をされる際には事前に学院牧師との面談を行っていただきます。（平日のみ）
3・挙式の可能日・開始時間 について
＜挙式可能日＞
土・日曜および、国民の祝日・振替休日（休日）で、チャペルが学内行事に使用されない場合に
限ります。この挙式可能日は、毎年１月頃に決まる予定のスクールカレンダー（学内行事予定）
と調整して、翌年度分を確定いたします。
＊なお、挙式可能日であっても、チャペル以外の施設が行事や教室貸出し等で使用されている場合がございます。

＜挙式開始時間＞

ご注意：

土曜日

：

11 時 30 分

日曜日

：

14 時 30 分

祝日

：

11 時 30 分

挙式時間は学校施設の制約上、原則変更できません。
及び

14 時 30 分

及び

14 時 30 分

4・施設の利用時間について
結婚式を行う際の施設の利用時間には制限がございますので予めご了承ください。
タイムスケジュール

11 時 30 分挙式
時間

項目

14 時 30 分挙式
時間

項目

10:00~10:05

新郎新婦ご来館、スタッフ打ち合わせ

13:00~13:05

新郎新婦ご来館、スタッフ打ち合わせ

10:05~10:30

新郎新婦スナップ・フォーマル写真撮影

13:05~13:30

新郎新婦スナップ・フォーマル写真撮影

10:20
10:30~11:00

( 挙式 1 時間前〜）

新郎新婦 親御様及び
挙式サポーターご来館
挙式リハーサル
挙式のためのお祈り
（参加者）新郎新婦・親御様・挙式サポーター

13:20
13:30~14:00

( 挙式 1 時間前〜）

新郎新婦 親御様及び
挙式サポーターご来館
挙式リハーサル
挙式のためのお祈り
（参加者）新郎新婦・親御様・挙式サポーター

11:00~11:20

新郎新婦休憩（新郎新婦控室）

14:00~14:20

新郎新婦休憩（新郎新婦控室）

11:10~11:20

ご列席者集合

14:10~14:20

ご列席者集合

11:25
11:30~12:00
12:00
12:00~12:30

（挙式後 30 分間）

12:30

新郎新婦スタンバイ
挙式
挙式後のご案内アナウンス
集合写真撮影など
ご列席者ご移動予定時間

14:25
14:30~15:00
15:00
15:00~15:30

（挙式後 30 分間）

15:30

新郎新婦スタンバイ
挙式
挙式後のご案内アナウンス
集合写真撮影など
ご列席者ご移動予定時間
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5・チャペルについて
明治学院礼拝堂（大チャペル）、記念館小チャペルがございます。
チャペル

明治学院礼拝堂（大チャペル）

記念館小チャペル

収容人数
最大 600 名
最大 40 名

6・チャペル内でのビデオ・写真撮影及び装花について
挙式の円滑な進行と安全のため、また、学校の施設であることから株式会社明治学院サービス
指定業者以外の撮影はお断りさせていただいております。
ご列席者の撮影につきましても挙式中はご遠慮いただいておりますのでご了承ください。
装花に関しても、学校施設のなかでの結婚式であることと挙式の円滑な進行と安全のため、
株式会社明治学院サービス指定業者が承ります。
７・控室について
明治学院チャペルでの挙式は、結婚式をするための「会場・施設」ではなく、
「学校施設の一部であるチャペル」のご利用となります。ご理解くださいますようお願いいたします。
・新郎新婦控室として 1 部屋ご用意いたします。
・挙式ご列席者の控室は、記念館 2 階にご両家の親族・ご来賓で 1 部屋ご用意いたします。
なお、当日看板にてご案内いたします。
・新郎新婦及び、ご列席者のお着替え室はございません。
お支度を済ませた状態で新郎新婦は介添人と一緒にご来館ください。
・挙式開始 5 分前より司式牧師のお話が始まります。
挙式 10 分前にはチャペルへお集まりいただきます。
・控え室からチャペルへご移動の際には、手荷物は必ずご持参ください。
・化粧室は数か所ございますので、スタッフへお尋ねください。

8・親族紹介・受付について
・親族紹介や受付、記帳等は承っておりません。ご披露宴・お食事会会場にてお願いいたします。
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9・構内への車の乗り入れについて
・ 構内の駐車スペースは 8 台までご利用いただけます。
乗用車及びタクシーの駐車が可能ですが、ご利用される 方のお名前と車両について
事前に確認させていただきます。
・駐車スペースは限りがございますので、公共の交通機関またはタクシー（正門前まで）をご利用ください。
・ マイクロバスの構内への乗り入れ、また、ご披露宴会場との連続しての往復送迎 (ﾋﾟｽﾄﾝ送迎 ) はご遠慮ください。

10・キャンパス内工事について
・キャンパス内では、施設の修繕及びリニューアルなどの工事やパイプオルガンの修繕などが急遽
行われる場合がございます、予めご了承ください。

11・飲食・喫煙について
・インブリー館は国の重要文化財・チャペルと記念館は東京都の文化財のため火気厳禁となっております。
また、ご飲食はご遠慮頂いております。
・キャンパス内での喫煙は、ご遠慮くださいますようお願いいたします。

12・問合せ＆申込み先
挙式相談・運営等については株式会社明治学院サービスの提携先である
株式会社オフィース・マリアージュが行います。

株式会社オフィース・マリアージュ
TEL: 03-3402-6385
営業時間：11:00~18:00

定休日：火・水曜日

〒107-0062 東京都港区南青山 2-4-16 B1F
mail : mgwedding@oﬃce-mariage.co.jp
URL : www.oﬃce-mariage.co.jp
FAX : 03-3402-0545

＜お願い＞
＊お電話でのお問合せの際は、挙式日・お名前をお知らせください
＊お打合せは予約制となりますので、事前にお約束の上ご来店ください
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お申込みについて（手順等）

1・株式会社明治学院サービスのホームページ（http://meijigakuin-s.co.jp) 白金チャペル結婚式
「お問合せフォーム」もしくはオフィース・マリアージュへメール・お電話にてお問合せください。
○相談会のご予約
○結婚式可能日の空き状況について
○その他のご質問など

2・相談会にご参加ください。
明治学院の結婚式についてご案内・ご説明をいたします
☆お二人に明治学院チャペルでの結婚式についてご理解をいただいた上で
お申込みいただいております。

3・ご希望の結婚式の日程をお申込みください。
仮予約の扱いとなります。

4・学院牧師との初回面談をお受けください。
学院牧師との面談は平日（10:00~17:00 の間）に行います。
土・日・祝日は行いませんのでご了承ください。
場所は明治学院インブリー館 2 階学院牧師室にて 40 分程度です。
なお、面談には必ずお二人でご出席ください。
学院牧師との初回面談の際に「結婚式申込書」をご提出ください。

5・結婚式基本料金をお振込ください。
初回面談後、株式会社明治学院サービスよりご請求書をお送りいたしますので、
お振込をお願いいたします。
☆ ご入金を確認いたしましたら正式な結婚式のご予約となります。
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当日までの準備・流れ

司式牧師決定連絡

学院牧師が協力牧師の中からお二人の挙式を担当する
司式牧師を決定いたします。
オフィース・マリアージュよりご連絡いたします。

司式牧師面談

面談の日程は、お二人が直接司式牧師へ連絡をして決めていただきます。
司式牧師によって若干異なりますが、面談は「結婚講座」としてご参加いただくため
２時間程度はお時間をみてください。日程については司式牧師とご調整ください。
＊なお、挙式当日の聖書と讃美歌は面談に基づき、司式牧師がリストの中から
決定いたします。

オプション説明会

撮影（写真・DVD）・装花・衣裳などのオプション及び
挙式当日についてオフィース・マリアージュがご案内します。
（3 〜 4 ヶ月前）

オプション詳細打合せ

装花の詳細のお打合せをいたします。（2 ヶ月前）

オプション等お申込期限

挙式 1.5 ヶ月〜1 ヶ月前がご注文の締め切りです。

オプション料金お支払

株式会社明治学院サービスからオプション料金のご請求書をお送り

（挙式 1 週間前まで）

いたしますので、お振込をお願いいたします。
* オルガニストは、学院音楽主任が学院非常勤オルガニストの中から
決定いたします。

当日
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近隣ご披露宴会場のご紹介（特典がございます）

最大収容
目安

電話番号

~100

03-3443-3111

〒108-8631
東京都港区白金台 1-1-1

・飲食費２% 割引
・新郎新婦 ハイヤーにて送迎

6~50

03-3441-8888

〒108-8631
東京都港区白金台 1-1-1

・飲食費２% 割引
・新郎新婦 ハイヤーにて送迎

12.40
90.120

03-5423-7705

〒153-8580
東京都目黒区三田 1-4-1

・飲食費５% 割引
・挙式当日宿泊招待・列席者宿泊優待
・小〜大人数までパーティプランも充実

40~120

03-3440-1111

〒108-8611
東京都港区高輪 4-10-30

[ プリンスホテル特典 ]
・特典内容は直接お問合せください

40~297

03-3442-1088

〒108-8612
東京都港区高輪 3-13-1

[ プリンスホテル特典 ]
・特典内容は直接お問合せください

40~80

03-3500-1033

〒100-0014
東京都千代田区永田町 2-10-3
東急キャピトルタワーＢ２Ｆ

・レストランまでの送迎及び
ザ・キャピトルホテル東急 1 泊プレゼント
（坂井宏行シェフのレストラン）

https://www.hankyu-hotel.com/
bridal/index.html

6~270

03-3593-1818

〒105-8621
東京都港区新橋 1-2-6

・挙式当日宿泊招待・列席者宿泊優待
・挙式者・列席者の送迎その他特典あり

シェラトン都ホテル東京（除くテナント店）

20.50
150

03-3447-3111

〒108-8640
東京都港区白金台 1-1-50

・飲食費２% 割引
・挙式当日宿泊招待
・列席者宿泊料優待

10~150

03-5488-3955

〒140-0001
東京都品川区北品川 4-7-36

・飲食費２% 割引
・挙式当日宿泊招待＆列席者宿泊料優待
・送迎等その他にも特典がございます。

提携先

八芳園

http://www.happo-en.com/index.php

壺中庵（八芳園料亭）

http://www.kochuan.co.jp

ウエスティンホテル（除くテナント店）

http://wedding.westin-tokyo.co.jp

品川プリンスホテル

http://www.princehotels.co.jp
/shinagawa/

グランドプリンスホテル高輪 / 新高輪

http://www.princehotels.co.jp/
takanawa/index.html

ラ・ロシェル（LaRochelle）
http://www.la-rochelle-san.com/

第一ホテル東京

http://www.miyakohotels.ne.jp/tokyo
/bridal/index.html

東京マリオットホテル

http://www.tokyo-marriott.com/wedding/
index.html

住所

特典内容

近隣ドレスショップのご紹介（特典がございます）
ブライダリウムＭｕｅ（レンタル衣装店 )
http://www.mue-web.jp/

03-5798-2611

〒108-0074
東京都港区高輪 3-7-6

・オリジナルプラン有り
・列席者和装・ゲストドレスレンタル衣装あり
☆要予約 ( 水曜定休）

＊提携会場へのご訪問・ドレスショップ試着希望がありましたら、メールあるいはお電話にて
ご連絡ください。ご予約制となっております。
オフィース・マリアージュ TEL : 03-3402-6385 / Mail : mgwedding@oﬃce-mariage.co.jp

ご紹介カードについて
来館の際「ご紹介カード」を提携先の担当者へ必ずお渡しください。
また、ご成約となりましたらオフィース・マリアージュへご連絡ください。
ご利用方法
①ご利用の前に、会場あるいは店舗の名称をご記入ください。
②挙式日・お二人のお名前をご記入ください。
③提携先会場の担当者にお渡しください。
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お支払方法のご案内

お支払いにつきましては、下記のとおり２回に分けてのお支払いをお願いしております。
請求書はすべて株式会社明治学院サービスよりご郵送いたします。クレジットカードによる
お支払いはお受けできません。

■ 基本料金
挙式日を仮予約した後に、学院牧師との初回面談をお受けいただきます。
面談後、基本料金のご請求書を株式会社明治学院サービスより郵送いたしますので、
7 日以内に株式会社明治学院サービス銀行口座（下記参照）にお振込みください。
ご入金を確認いたしましたら正式な結婚式のご予約となります。
■ オプション料金
オプション（撮影・花・衣裳等）のお申込み締め切りは、挙式 1.5 カ月前となって
おります。オプションをご決定いただいた後、ご請求書を株式会社明治学院サービスより
郵送いたしますので挙式７日前までに株式会社明治学院サービス銀行口座（下記参照）にお振込
ください。挙式を行うにあたって、前払制を取らせていただいておりますので予めご了承ください。

[ お振込先 ]
みずほ銀行

五反田支店

普通）8029220
株式会社 明治学院サービス
＊お振込の際、ご氏名の前に挙式日を入力してください。
（例）10/15 メイガク ハナコ

牧師・オルガニストへの謝礼について
牧師・オルガニストの謝礼は、封筒にご用意いただき挙式当日にご持参ください。
スタッフが案内いたしますので、お二人から牧師・オルガニストへお渡しください。
■ 謝礼参考額
牧師（35,000 円） オルガニスト（25,000 円 )
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明治学院チャペル挙式について

■ 基本料金について
大チャペル
4月

5 月〜10 月

小チャペル
11 月〜3 月

4月

5 月〜10 月

チャペル・控室等
施設使用料・管理費

61,600 円

45,100 円

挙式運営費用等

126,500 円

82,500 円

6,270 円

6,270 円

式次第

暖房料

−

−

10,200 円

−

冷房料

−

2,800 円

−

−

税込総額

194,370 円

197,170 円

204,570 円

133,870 円

11 月〜3 月

−

480 円

−

480 円

134,350 円

134,350 円

※上記の税込総額をご請求させていただきます。
（消費税 10％）
※2024 年度（2024 年４月〜）は上記料金に変更がある場合がございます。予めご了承ください。なお、冷暖房料についても
電力事情等により毎年見直すことになっておりますので、変更がある場合がございます。予めご了承ください。

■ 冷暖房料について
５月〜 10 月の期間はチャペル・控室等施設内に冷房、11 月〜 3 月の期間は暖房が入るため、
別途冷暖房料を頂戴いたします。冷房の使用期間（開始日〜終了日）は例年４月末、また、暖房の
使用期間（開始日〜終了日）は例年 10 月末に決まる予定です。したがいまして、５月・11 月の
挙式において、上記冷暖房使用開始日前の挙式の場合は、冷暖房は入りませんので予めご了承
ください。なお、その際の冷暖房料は頂戴いたしません。
■式次第について
式次第は、式の進行と聖書や讃美歌をご列席者様にお知らせするものです。
料金は、100 枚まで一律￥6,270（税込）となり、基本料金に含めてご請求いたします。
なお、以下の料金については、オプション料金に含めてご請求いたします。
・式次第追加料金
・新規版下代

50 枚まで ¥1,100（税込）100 枚まで ¥1,650（税込）
￥3,850 （税込）
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明治学院チャペル結婚式

料金プラン
基本料金

大チャペル

￥194,370

小チャペル

￥133,870

＜チャペル・控室施設使用料 , 挙式運営費用 , 式次第（100 枚まで）が含まれております＞
＊季節により冷暖房費が上記基本料金に加算されます

オプション料金
飾花・ブーケ

衣裳・美容プラン

＜ブーケブートニア＞

衣裳・美容プラン

¥25,000
クラッチブーケ
ラウンドブーケ（生花 /ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞ） ¥33,000
¥44,000
ティアドロップブーケ

ご新郎・ご新婦衣裳 1 着ずつ、新婦ヘアメイク 1 スタイル、
洋装着付け、新郎ヘアセット、眉カット、控室使用料、
挙式までアテンド、衣裳上限金額（ご新郎 ¥88,000、
ご新婦 ¥198,000）
上限金額を超えた場合は差額を請求させていただきます

＜祭壇装花＞
¥66,000
¥44,000
¥1,650
¥3,850

大チャペル 1 対
小チャペル 1 対
花束加工 1 ケ
アレンジ加工 1 ケ
＜その他＞

ベンチフラワー（両サイド 5 列 10 組） ¥16,500
¥11,000
フラワーシャワー（1 籠 40 名様用）
¥8,800
トス用ブーケ
¥8,800
ヘッドパーツ
¥3,300
お父様用ブートニア
¥7,700
リングピロー（ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞ）

写真
¥77,000
フォーマル写真 (2 ポーズ・3 セット )
¥71,500〜
スナップ写真 挙式
¥88,000〜
スナップ写真 挙式・イメージ
スナップ写真 挙式・イメージ・披露宴 ¥187,000〜
¥2,200
データ先納品
¥28,600
アルバム校正確認

¥242,000

衣裳レンタル・販売小物
＜ご新婦＞
¥198,000〜¥418,000
ウエディングドレス
¥220,000〜¥385,000
カラードレス
¥275,000〜¥1,100,000
色打掛
＜ご新郎＞
¥88,000〜¥165,000
¥77,000〜¥132,000

タキシード
紋付袴
＜ご列席者＞
モーニング
黒留袖
Y シャツ小物セット
草履バックセット

¥33,000、¥66,000
¥38,500〜¥165,000
¥7,700
¥13,200

＜販売小物＞
ベール
グローブ

¥8,800〜
¥5,500〜
他にも商品がございます

ヘア・メイク
ビデオ撮影
挙式 エンドロールムービー（DVD） ¥125,400
挙式 シネマムービー（ﾌﾞﾙｰﾚｲ）
¥125,400
挙式 記録ビデオ（ﾌﾞﾙｰﾚｲ）
¥125,400

＊上記以外のプランもご用意がございます。
上記金額は全て税込（消費税 10％）です。

ご新婦ヘアメイクリハーサル（1 点）¥14,850
ヘアメイクチェンジ（1 スタイル） ¥16,500
ヘッドドレスチェンジ
¥5,500
披露宴 アテンド
¥22,000
お引き上げ
¥11,000
披露宴会場への出張費
¥11,000
列席者着付（留袖・訪問着）
¥11,000
列席者着付け（振袖）
¥13,200
列席者ヘアセット
¥6,600
列席者メイク
¥6,600
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ご予約のキャンセル（取消）と手数料について
・挙式者がお申込みされた挙式をキャンセルする場合は、下記の通り、取消手数料割合に
応じた金額をキャンセル料として頂戴いたします。
・この場合の料金範囲は、結婚式基本料金およびオプション料金すべてといたします。
＊挙式日の変更は、キャンセル扱いとなりますのでお申込みの際にご相談ください。

■ 基本料金取消手数料

ご予約の取消日
（挙式日前日より起算して）

取消手数料

取消日がご予約日〜31 日前まで

40%

取消日が 30 日〜8 日前まで

75%

取消日が 7 日〜挙式当日まで

100%

■ オプション取消手数料

ご予約の取消日
（挙式日前日より起算して）

取消手数料

ご予約〜30 日前まで

10%

29 日〜14 日前まで

35%

13 日〜3 日前まで

80%

2 日前〜当日

100%
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