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株式会社ベストブライダル

（証券コード 2418）

報道関係者各位

毎月開催！毎月開催！毎月開催！毎月開催！1,000円で楽しめるチャペルコンサート円で楽しめるチャペルコンサート円で楽しめるチャペルコンサート円で楽しめるチャペルコンサート

3月月月月:ヴァイオリンとオルガンで奏でる名曲をヴァイオリンとオルガンで奏でる名曲をヴァイオリンとオルガンで奏でる名曲をヴァイオリンとオルガンで奏でる名曲を

本格チャペルで堪能本格チャペルで堪能本格チャペルで堪能本格チャペルで堪能!
～～～～ 隣接レストランの特典付き。コンサートの後はゆったりとしたディナータイムを隣接レストランの特典付き。コンサートの後はゆったりとしたディナータイムを隣接レストランの特典付き。コンサートの後はゆったりとしたディナータイムを隣接レストランの特典付き。コンサートの後はゆったりとしたディナータイムを ～～～～

ゲストハウスウエディング※）を運営する株式会社ベストブライダル（本社：東京都渋谷区 代表取締役：塚田正之）が、

2013年より毎月開催しているチャペルコンサート。普段は結婚式の時にしか足を踏み入れることのできないチャペルを、

毎月一夜限定で一般公開いたします。コンサートを開催する会場（青山セントグレース大聖堂、台場パラッツォ エ マーレ、

大宮アートグレイス ウエディングシャトー、伊勢山ヒルズ）には、レストラン（ヴィーノボーノ、リストランテマンジャーレ、四季

庭）が隣接しているため、チャペルコンサートの後は、ウエディング専属のシェフが厳選した食材で生み出すこだわりの料理

を、最高のおもてなしと共に味わっていただけます。

チャペルコンサートにお越しいただいた方にはベストブライダルのレストランでのお食事チャペルコンサートにお越しいただいた方にはベストブライダルのレストランでのお食事チャペルコンサートにお越しいただいた方にはベストブライダルのレストランでのお食事チャペルコンサートにお越しいただいた方にはベストブライダルのレストランでのお食事合計金額より合計金額より合計金額より合計金額より10％％％％OFFのご優待のご優待のご優待のご優待

（（（（※※※※他の特典とは併用できません。他の特典とは併用できません。他の特典とは併用できません。他の特典とは併用できません。）と、チャペルコンサート鑑賞券付きディナープランもご準備しております。）と、チャペルコンサート鑑賞券付きディナープランもご準備しております。）と、チャペルコンサート鑑賞券付きディナープランもご準備しております。）と、チャペルコンサート鑑賞券付きディナープランもご準備しております。

大切な方の記念日のお祝いや、日頃頑張っている自分へのご褒美に・・・温かみに包まれたチャペルで心に響く演奏ととも

に、ゆったりとした優雅なひとときをお過ごし下さい。

ご予約はこちらまで：ご予約はこちらまで：ご予約はこちらまで：ご予約はこちらまで：http://www.bestbridal.co.jp/concert/

※）ベストブライダルは日本で初めてゲストハウスウエディングというウエディングスタイルを創りました。欧米の邸宅を思わせるパーティー会場を貸し切り

にして、あたかもお二人がご自宅へゲストを招くような感覚で、心のこもったおもてなしができるウエディングスタイルです。

本件に関するお問合せ先

株式会社ベストブライダル マーケティング部 PR担当：岩崎/岩田

〒150-0011 東京都渋谷区東3-11-10 恵比寿ビル7F
TEL:03－5464－0108/Fax:03－5464－0086 http://www.bestbridal.co.jp/

＜3月の演奏者 プロフィール＞

曽根田 真理子

Mariko Soneda：Violin

東京音楽大学卒業。在学中、数々の国

内コンクールにて受賞。兎束俊之氏のア

ンサンブル・エンドレス、ベルギー、スイス、

ウィーン国際音楽祭に参加。

フリー奏者としてオーケストラやアンサン

ブル等で演奏する傍ら、後進の指導にあ

たっている。

現在、音楽教室ヴァイオリン講師、日本

弦楽指導者協会関東支部理事。

3 月月月月 ののののチャペルコンサートチャペルコンサートチャペルコンサートチャペルコンサート楽曲楽曲楽曲楽曲

幅広いジャンルから選りすぐった古今東西の名曲を、ヴァイオリンとオルガンの息の合ったデュオ演奏でお届けします。幅広いジャンルから選りすぐった古今東西の名曲を、ヴァイオリンとオルガンの息の合ったデュオ演奏でお届けします。幅広いジャンルから選りすぐった古今東西の名曲を、ヴァイオリンとオルガンの息の合ったデュオ演奏でお届けします。幅広いジャンルから選りすぐった古今東西の名曲を、ヴァイオリンとオルガンの息の合ったデュオ演奏でお届けします。

1. カヴァティーナ / J.ラフ 作曲

2. Amazing Grace / イギリス民謡

3. アダージョ / A.アルビノーニ 作曲

4. A Whiter Shade of Pale ~青い影~ / プロコル・ハルム

5. Ave Maria / A.ピアソラ

6. Tong Poo / 坂本龍一 作曲

※4月の演目は＜松岡洋一氏の美しい歌声でお届けする日本の歌曲＞を予定しております。



青山セントグレース大聖堂青山セントグレース大聖堂青山セントグレース大聖堂青山セントグレース大聖堂 St.GRACE CATHEDRAL

表参道駅より徒歩3分の本格ゴシック様式の大聖堂。都内屈指のスケールと精巧な装飾が響き合う堂内には、荘厳な雰

囲気がただよいます。祭壇と左右の回廊を飾るステンドグラスは欧米の教会で一世紀以上の時を過ごした本物のアン

ティーク。パイプオルガンもイギリスの教会で19世紀から賛美歌を奏でてきた由緒ある逸品。チャペルに響きわたる重厚

な音色は必見です。

窓から眺めるセントグレース大聖堂と、上質な空間が魅力の店内では、旬の野菜たっぷりの創作イタリアンとともに、バラエ

ティ豊かに揃えた各国ワインが愉しめます。夜には大聖堂の夜景に癒されながら、ヘルシーな料理と美味しいワインを愉しめ

ます。

【【【【コンサート特別ご優待コンサート特別ご優待コンサート特別ご優待コンサート特別ご優待】】】】

■チャペルコンサートにお越しいただいた方は合計金額より10％OFF
※他の特典とは併用できません。

住所： 東京都港区北青山3-15-5
ポルトフィーノ2F
TEL：03-5774-0758
営業時間：ディナータイム18:00～23:00
定休日：なし（貸切の場合もございます）

http://vino-buono.jp/

お問い合わせ・ご予約お問い合わせ・ご予約お問い合わせ・ご予約お問い合わせ・ご予約

■■■■TEL：：：：03-5774-0758（（（（VINO BUONO））））

■予約サイト：■予約サイト：■予約サイト：■予約サイト：http://www.bestbridal.co.jp/concert/#point02

チャペルコンサート概要チャペルコンサート概要チャペルコンサート概要チャペルコンサート概要

■開催日：■開催日：■開催日：■開催日： 3月月月月5日（火）、日（火）、日（火）、日（火）、4月月月月10日（水）日（水）日（水）日（水）

■時間： 受付18:30～／演奏時間19:00～（約30分）

■会場： 「セントグレース大聖堂」にて開催

■料金： 1名様1,000円（税込）

※小学生以下のお子様は無料です

■定員数： 100名（全席自由）

※チャペルコンサートご参加のお客様には、

ベストブライダルのレストランでのお食事合計金額より

10％OFFのご優待。

※チャペルコンサートの後は、夜のライトアップされた幻想

的なセントグレース大聖堂を見ながら、素敵なディナータイ

ムをお楽しみいただけます。

■ 青山セントグレース大聖堂

■東京都港区北青山3-9-14
■http://www.bestbridal.co.jp/concert/



台場台場台場台場 パラッツォパラッツォパラッツォパラッツォ エエエエ マーレマーレマーレマーレ Palazzo e mare

ゆりかもめ台場駅より徒歩1分！空、海、レインボーブリッジが一望できるチャペル。宝石をちりばめたようなお台場の夜

景が目の前に広がります。シックで落ち着いた雰囲気のチャペルでは、厳かで心温まる空間。濃色の木目と、大理石の白

を生かしたシンプルなチャペル内は挙式の後は、お台場の夜景を一層ひきたたせます。

チャペルコンサート概要チャペルコンサート概要チャペルコンサート概要チャペルコンサート概要

■開催日：■開催日：■開催日：■開催日： 3月月月月25日（月）、日（月）、日（月）、日（月）、4月月月月24日（水）日（水）日（水）日（水）

■時間： 受付18:45～／演奏時間19:15～（約30分）

■会場： 「台場パラッツォ エ マーレ」にて開催

■料金： 1名様1,000円（税込）

※小学生以下のお子様は無料です

■定員数： 80名（全席自由）

※チャペルコンサートご参加のお客様には、

ベストブライダルのレストランでのお食事合計金額より

10％OFFのご優待。

※チャペルコンサートの後は、お台場の夜景を一望できる

レストランで素敵なディナータイムをお楽しみいただけます。

■台場 パラッツォ エ マーレ

■東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場5F 
■ http://www.bestbridal.co.jp/concert/

RISTORANE MANGIARE 台場店台場店台場店台場店

お台場アクアシティ内にある海の見える結婚式場、『パラッツォ・エ マーレ』内にある平日限定のレストラン。

白とブルーのマリンカラーを基調とした、まるで豪華客船を髣髴とさせるような店内。レインボーブリッジをは

じめとしたオーシャンビューを全席からお愉しみながら特別な時間をお過ごしいただけます。

お問い合わせ・ご予約お問い合わせ・ご予約お問い合わせ・ご予約お問い合わせ・ご予約

■■■■TEL：：：：03-3599-1899
（（（（RISTORANTE MANGIARE台場店）台場店）台場店）台場店）

■予約サイト：■予約サイト：■予約サイト：■予約サイト：http://www.bestbridal.co.jp/concert/#point03

【【【【コンサート特別ご優待コンサート特別ご優待コンサート特別ご優待コンサート特別ご優待】】】】

■チャペルコンサートにお越しいただいた方は

合計金額より10%OFF
※他の特典とは併用できません。

■鑑賞券付夜景ディナー 1名様5,000円

内容：前菜・パスタ・メイン・デザート・コーヒー

住所：東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場5階

TEL：03-3599-1899
営業時間：ランチタイム11:00～14:00（L.O.)
ディナータイム（17:30～23:00（21:30 L.O.）
定休日：不定休

http://palazzoemare.jp/restaurant/



大宮大宮大宮大宮アートグレイスアートグレイスアートグレイスアートグレイス ウエディングシャトーウエディングシャトーウエディングシャトーウエディングシャトー Art Grace Wedding Chateaux

重厚な扉が開かれると、まず目に飛び込むのが、祭壇にきらめくバラ窓のステンドグラス。19世紀のアイルランドで誕生して以

来、人々の祈りを見守り続ける壮麗な光は、息をのむほど神秘的。この輝きを最大限に引き出すために、地上53m、バージン

ロード23mという国内最大級の大聖堂が作られました。ドイツ製のパイプオルガンもヨーロッパの教会で使われていたもの。

アーチ型の天井に響きわたる重厚な調べは、心に響きます。

チャペルコンサート概要チャペルコンサート概要チャペルコンサート概要チャペルコンサート概要

■開催日■開催日■開催日■開催日：：：： 3月月月月11日（月）、日（月）、日（月）、日（月）、4月月月月22日（月）日（月）日（月）日（月）

■時間： 受付18:30～／演奏時間19:00～（約30分）

■会場： 「アートグレイス ウエディングシャトー 大聖堂」

にて開催

■料金： 1名様1,000円（税込）

※小学生以下のお子様は無料です

■定員数： 120名（全席自由）

※チャペルコンサートご参加のお客様には、

ベストブライダルのレストランでのお食事合計金額より

10％OFFのご優待。

※チャペルコンサートの後は、同じ建物内にある、

カフェ＆レストラン「四季庭」で庭園を眺めながらゆったりし

たディナーをお楽しみいただけます。

■大宮アートグレイス ウエディングシャトー

■埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7
■http://www.bestbridal.co.jp/concert/

アートグレイスアートグレイスアートグレイスアートグレイス 大宮璃宮大宮璃宮大宮璃宮大宮璃宮 カフェ＆レストラン「四季庭」（カフェ＆レストラン「四季庭」（カフェ＆レストラン「四季庭」（カフェ＆レストラン「四季庭」（3F））））

【【【【コンサート特別ご優待コンサート特別ご優待コンサート特別ご優待コンサート特別ご優待】】】】

■チャペルコンサートにお越しただいた方は合計金額

より10％OFF
※他の特典とは併用できません。

■チャペルコンサート限定ディナープラン・鑑賞券付

1名様 3,500円（サービス料10％別途）

内容：オードブル、スープ、メインディッシュ、

デザート、コーヒー

住所： 埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7
TEL： 048-662-5551
営業時間：ランチタイム11:00～14:30（14:00 L.O.）
カフェタイム14:30～17:00（16:30 L.O.)
ディナータイム17:30～22:00（21:00 L.O.)
定休日：なし

http://omiya-rikyu.jp/restaurant/

アートグレイス大宮璃宮のカフェ＆レストラン「四季庭」では、四季が彩る庭園を眺めながら、ウェディングの専属シェフが心を

込めて作るオリジナルメニューをお楽しみいただけます。日ごろの会食はもちろん、結婚記念日、七五三、誕生日会、歓送迎

会、長寿のお祝いなどのアニバーサリーのシーンでご家族やご友人、恋人と、四季が彩る庭園を眺めながら、ウェディングの

専属シェフが心を込めて作るオリジナルメニューをお楽しみください。

お問い合わせ・ご予約お問い合わせ・ご予約お問い合わせ・ご予約お問い合わせ・ご予約

■■■■TEL：：：：048-662-5551（四季庭）（四季庭）（四季庭）（四季庭）

■予約サイト：■予約サイト：■予約サイト：■予約サイト：http://www.bestbridal.co.jp/concert/#point04



RISTORANTE MANGIARE 伊勢山店伊勢山店伊勢山店伊勢山店

横浜・みなとみらいを眼下に眺める緑豊かな丘の上にある、伊勢山ヒルズ内に、光溢れるモダンラグジュア

リーな空間で楽しむイタリアンレストラン。歴史ある横浜・紅葉坂に佇む落ち着いたラグジュアリーな空間で、

洗練されたインテリアに囲まれて美食を味わいながら優雅なひと時をお過ごしください。

伊勢山ヒルズ伊勢山ヒルズ伊勢山ヒルズ伊勢山ヒルズ ISEYAMA HILLS 

本格ゴシック様式の尖塔は、街行く人も思わず見上げるほどの存在感。「セントグレース大聖堂」は横浜エリア最大の規

模を誇るチャペルです。堂内でひときわ目を引くのが、アメリカの教会で100年以上の時を過ごした“バラ窓”のステンドグ

ラス。本物ならではの神聖な光のなかでのコンサートはとても趣があります。

チャペルコンサート概要チャペルコンサート概要チャペルコンサート概要チャペルコンサート概要

■開催日：■開催日：■開催日：■開催日： 3月月月月18日（月）、日（月）、日（月）、日（月）、4月月月月17日（水）日（水）日（水）日（水）

■時間： 受付18:30～／演奏時間19:00～（約30分）

■会場： 「伊勢山ヒルズ セントグレース大聖堂」

にて開催

■料金： 1名様1,000円（税込）

※小学生以下のお子様は無料です

■定員数： 120名（全席自由）

※チャペルコンサートご参加のお客様には、

ベストブライダルのレストランでのお食事合計金額より

10％OFFのご優待。

※チャペルコンサートの後は、伊勢山ヒルズ内1階にあるレ

ストランでワンランク上のディナーをお楽しみいただけます。

■伊勢山ヒルズ

■神奈川県横浜市西区宮崎町58-3
■http://www.bestbridal.co.jp/concert/

お問い合わせ・ご予約お問い合わせ・ご予約お問い合わせ・ご予約お問い合わせ・ご予約

■■■■TEL：：：：045-260-8845
（（（（RISTORANTE MANGIARE伊勢山店）伊勢山店）伊勢山店）伊勢山店）

■予約サイト：■予約サイト：■予約サイト：■予約サイト：http://www.bestbridal.co.jp/concert/#point05

【【【【コンサート特別ご優待コンサート特別ご優待コンサート特別ご優待コンサート特別ご優待】】】】

■チャペルコンサートにお越しいただいた方は合計

金額より10％OFF
※他の特典とは併用できません。

■チャペルコンサート限定ディナープラン・鑑賞券付

1名様 5,000円

内容：前菜・パスタ・メイン・デザート・コーヒー

住所：神奈川県横浜市西区宮崎町58-3
TEL：045-260-8845
営業時間：ランチタイム11:30～14:00（L.O.)
カフェタイム14:00～16:30（L.O.)
ディナータイム17:30～21:30（L.O.）
定休日：年末年始

http://iseyamahills.jp/restaurant/


