マ第 10－015

PRESS RELEASE
株式会社ホテルグランコート名古屋
〒460-0023 名古屋市中区金山町一丁目 1 番 1 号
Tel.052-683-4111（代） Fax.052-683-4121
http://www.grandcourt.co.jp

全日空ホテルズ ホテルグランコート名古屋
リブランディング記念特別ウエディングプラン発表

THE CROWNE ザ・クラウン
CROWNE WEDDING クラウンウエディング
2010 年 10 月 1 日(金)～2011 年 3 月 31 日(木)
「全日空ホテルズ ホテルグランコート名古屋」（名古屋市中区金山町一丁目１番１号
/取締役総支配人 岩瀬正明）は、10 月 1 日の名称変更とリブランディングを記念して、
2010 年 10 月 1 日(金)～2011 年 3 月 31 日(木)に婚礼をお考えのカップルに、リブランデ
ィング記念プラン「THE CROWNE～ザ･クラウン～」と「CROWNE WEDDING～クラウンウエデ
ィング」を発表いたしました。
この発表に合わせ、6 月 19 日(土)～7 月 18 日(日)の期間に応募いただいた方の中から、
豪華商品が当たる婚礼プランキャンペーンを開催いたします。この新プランと既存のプ
ランを紹介するため、この夏計６回のウエディングフェアを集中的に開催いたします。
来館者数増加と、ご成約機会の拡大が期待されます。
リブランディング記念ウエディングプラン

～ザ・クラウン～
警備員がガードする中、時価総額３億円の「Shangri-la ティアラ・ネックレス・イヤリ
ング」３点セットを新婦が身に付け、衣裳は新郎新婦ともにイタリアを中心としたイン
ポート、「モエ･エ･シャンドン」で乾杯、生演奏をバックに、上質なパーティスタイルの
披露宴にのぞむ、「THE CROWNE～ザ・クラウン」。

2, 000,000

40 名様￥

(1 名様追加 ￥22,000)
■お料理：リブランディング記念特別プレミアムブッフェ（メイン料理はサーブいたします）
フレッシュウエディングケーキ

■お飲物：フリードリンク(モエ･エ･シャンドン,白ワイン,赤ワイン,ビール,ウィスキー,
カクテル,ソフトドリンク）
■会場コーディネート：メインテーブルクロス,ゲストテーブルクロス,ナフキン,チェアーカバー
■装花：メインテーブル,ゲストテーブル
■司会者

■音響照明費（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付）

■生ジャズバンド or ミニオーケストラ(ピアノ３重奏)

■新郎タキシード１点（インポートブランド限定）
■新婦ドレス 1 点（インポートブランド限定）
■新郎・新婦美容着付各 1 点
■芳名帳

■介添料

■宴席料

■控室

■サービス料

■税金

■Shangri-la ティアラ,ネックレス,イヤリング
３点セットのレンタル料(時価総額３億円の商品)
警備員２名,その他諸経費
プラン特典
■新郎・新婦追加衣裳 10％割引
■新郎･新婦追加美容着付 10％割引
■ﾌﾞｰｹ･ﾌﾞｰﾄﾆｱ＆ﾍｱｰｵｰﾅﾒﾝﾄ 10％割引
■新郎･新婦当日の宿泊をﾃﾞﾗｯｸｽﾀｲﾌﾟ（朝食付）にて招待
■ご列席者宿泊 30％割引
■披露宴内人前式料サービス

時価総額 3 億円のジュエリー
リブランディング記念ウエディングプラン

～クラウンウエディング～
料理長特別記念フレンチコースに｢マム・シャンパン｣で乾杯。洋装各 1 点の衣裳と着
付料を含んだ上に、ブライダルウォーキングセミナーも受けられるお値打ちプラン
｢CROWNE WEDDING｣。

1, 000,000

30 名様￥

(1 名様追加 ￥18,000)
■お料理：リブランディング記念特別フレンチコース
■お飲物：フリードリンク（シャンパン,白ワイン,赤ワイン,ビール,ウィスキー,日本酒,焼酎,
ソフトドリンク）
■会場コーディネート：メインテーブルクロス,ゲストテーブルクロス,ナフキン,チェアーカバー,
会場オブジェ(28F を除く)
■装花：メインテーブル,ケーキテーブル,メインキャンドル,ゲストテーブル４卓分
■ペーパーアイテム：席次表,メニューカード,席札
■新郎洋装１点（\105,000 までのタキシードをお選びいただきます）
■新婦洋装 1 点（\262,500 までのドレスをお選びいただきます）
■新郎美容着付：洋装美容着付 1 点

■新婦美容着付:洋装美容着付 1 点

■ウォーキングセミナー,ウエディングマナー講座の受講料
■テーブルサスライティング(28F はコーラルブルーライティング)■音響照明費（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付）
■M-Selection(BGM) ■ケーキ入刀料
■控室

■宴席料

■芳名帳

■介添料 ■サービス料

■税金

プラン特典
■新郎(\105,000 以上)・新婦(\262,500 以上)衣裳プラン差額 10％割引
■新郎・新婦衣裳 2 点目以降 20％割引
■新郎･新婦追加美容着付 10％割引
■ﾌﾞｰｹ･ﾌﾞｰﾄﾆｱ＆ﾍｱｰｵｰﾅﾒﾝﾄ 10％割引
■新郎･新婦当日の宿泊をﾃﾞﾗｯｸｽﾀｲﾌﾟ（朝食付）にて招待
■ご列席者宿泊 30％割引(ご両親・ご媒酌人は 50％割引)

婚礼プランキャンペーン
6 月 19 日(土)～7 月 18 日(日)の期間に応募いただいた方の中から、
100 万円の割引など、
豪華商品が当たる婚礼プランキャンペーンを開催いたします。
クラウン賞
グランコート賞

￥1,000,000 婚礼割引
￥ 400,000 婚礼割引

1本
5本

応募要項
期間：6 月 19 日(土)～7 月 18 日(日)
方法：来館、電話にてお問い合わせ、もしくはホームページにて内容をご確認の上、
応募用紙に必要事項を記入
※ 当選者宛にホテル側より連絡をいたします。

ウエディングフェア

･日 時： 6/20(日) 10:00～18:00 ※参加無料、予約可
･受 付： 28F｢クリスタルルーム｣
・ 大人気会場のコーディネート展示
・ ウエディングデザート試食(ご新規対象)
･日 時： 7/11(日) 9:30～18:00 ※参加無料、予約可

･受 付： 7F｢ザ･グランコート｣
・ 模擬チャペル内和人前式
・ 模擬チャペル式 ・テーブルコーディネート展示
･日 時： 7/18(日) 9:30～18:00 ※参加無料、予約可
･受 付： 7F｢ザ･グランコート｣
・

新ウエディングプラン「CROWNE WEDDING」メニューの展示、
テーブルコーディネート展示
・ 新ウエディングプラン「CROWNE WEDDING」フレンチコースのテイスティング

･日 時： 8/8(日) 9:30～18:00 ※参加無料、予約可
･受 付： 5F｢ローズルーム｣
・ 最新ドレスのファッションショー ・最新演出の提案
・ サウンド＆ライティングの提案 ・映像演出の提案
･日 時： 8/15(日) 9:30～18:00 ※参加無料、予約可
･受 付： 28F｢クリスタルルーム｣
・ ウォーキングレッスン ・ウエディングマナー教室
・ ドレス･和装試着会 ・ミニエステ体験 ・かつら体験

･日 時： 8/22(日) 9:30～18:00 ※参加無料、予約可
･総合受付： 5F｢ローズルーム｣
・ 引出物展示、受注会 ・テーブルコーディネート展示
・ ローズウエディングの提案
・ 模擬チャペル式、模擬神前式
【施設概要】

□施設名
□所在地
□交通
□ホームページ

：全日空ホテルズ ホテルグランコート名古屋
：名古屋市中区金山町 1－1－1
：JR・名鉄・地下鉄｢金山｣駅南口すぐ
：http://www.grandcourt.co.jp
お問い合わせ先 宴会予約課
０５２－６８３－４４６６

◇◇◇ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ◇◇◇
全日空ホテルズ ホテルグランコート名古屋
マーケティング室 島原・松崎／広報担当 小野
TEL：052-683-4469 FAX：052-683-4654
E-Mail pr@grandcourt.co.jp

