
お一人様追加料金 

お申込み・お問い合わせ 

TELTELTELTEL    0957095709570957----22222222----8686868686868686    

FAX 0957-22-3385 

〒854-0004 長崎県諫早市金谷町 8-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50505050 様様様様    999900,00000,00000,00000,000             11116,06,06,06,000000000     
       特 典  

●ご結婚１周年記念ディナーご招待 ●婚礼着付特別割引 ●婚礼指輪特別料金 

●引出物 15％～割引 ●新郎・新婦のスイートルームご宿泊プレゼント 

●列席者のご宿泊特別割引（1 泊御朝食付 6,500 円） ●マイクロバス送迎有 

※引出物・婚礼衣装・美容着付けは当ホテル指定店でご成約下さい 

【料金に含まれるもの】                                                  

〇特別婚礼料理特別婚礼料理特別婚礼料理特別婚礼料理 〇飲み放題（乾杯用シャンパンを含む） 〇ご披露宴会場料 〇控え室（2 室）  

〇挙式料（神前式） 〇音響、照明 〇飾花（メインテーブル・ゲストテーブル・ウエディングケーキ・キャンドル）  

〇介添 〇花束（両親贈呈用） 〇ブライダルキャンドル 〇ウエディングケーキ 〇ジョーゼット  

〇司会者 〇テーブルクロス 〇ナフキン 〇配席表 〇招待状 〇席札 〇寿袋 〇サービス料 
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諫早観光ホテル 

政府登録(688) 
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お一人様追加料金 

お申込み・お問い合わせ 

TELTELTELTEL    0957095709570957----22222222----8686868686868686    

FAX 0957-22-3385 

〒854-0004 長崎県諫早市金谷町 8-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80808080 様様様様1,1,1,1,350350350350,,,,000000000000                 11116666,,,,000000000000     
特典++++右のコースの中からお好みのサービスを１点チョイス 

 

特典                                                  

●ご結婚１周年記念ディナーご招待 ●婚礼着付特別割引 ●婚礼指輪特別料金 

●引出物 15％～割引 ●新郎・新婦のスイートルームご宿泊プレゼント 

●列席者のご宿泊特別割引（1 泊御朝食付 6,500 円） ●マイクロバス送迎有 

※引出物・婚礼衣装・美容着付けは当ホテル指定店でご成約下さい 

 

【料金に含まれるもの】                                                 

〇特別婚礼料理特別婚礼料理特別婚礼料理特別婚礼料理 〇飲み放題（乾杯用シャンパンを含む） 〇ご披露宴会場料 〇控え室（2 室） 〇挙式料（神前式） 

〇音響、照明 〇飾花（メインテーブル・ゲストテーブル・ウエディングケーキ・ブライダルキャンドル） 〇介添  

〇花束（両親贈呈用） 〇ブライダルキャンドル 〇ウエディングケーキ 〇ジョーゼット 〇司会者 〇テーブルクロス  

〇ナフキン 〇配席表 〇招待状 〇席札 〇寿袋 〇サービス料 

 

 

〇〇〇〇ケーキコーナーケーキコーナーケーキコーナーケーキコーナー    

〇生花〇生花〇生花〇生花ブーケブーケブーケブーケ    

〇〇〇〇ミラーウェルカムボードミラーウェルカムボードミラーウェルカムボードミラーウェルカムボード    

〇入刀生〇入刀生〇入刀生〇入刀生ケーキケーキケーキケーキ    

〇〇〇〇ウェルカムドリンクウェルカムドリンクウェルカムドリンクウェルカムドリンク    

〇〇〇〇コーヒーコーナーコーヒーコーナーコーヒーコーナーコーヒーコーナー    
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お一人様追加料金 

お申込み・お問い合わせ 

TELTELTELTEL    0957095709570957----22222222----8686868686868686    

FAX 0957-22-3385 

〒854-0004 長崎県諫早市金谷町 8-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100100100100 様様様様    2,12,12,12,166660,0000,0000,0000,000                     11116,0006,0006,0006,000     
特典++++右のコースの中からお好みのサービスを 2 点チョイス 

 

特典                                                  

●ご結婚１周年記念ディナーご招待 ●婚礼着付特別割引 ●婚礼指輪特別料金 

●引出物 15％～割引 ●新郎・新婦のスイートルームご宿泊プレゼント 

●列席者のご宿泊特別割引 （1 泊御朝食付き 6,500 円）●マイクロバス送迎有 

ＤＶＤプレゼント！！(スナップ写真に変更可) 

※引出物・美容着付けは当ホテル指定店でご成約下さい 

【料金に含まれるもの】                                                 

＊＊＊＊ごごごご婚礼衣装婚礼衣装婚礼衣装婚礼衣装（（（（新郎新郎新郎新郎２２２２点点点点・・・・新婦新婦新婦新婦４４４４点点点点））））    ＊＊＊＊ごごごご婚礼写真婚礼写真婚礼写真婚礼写真 7777 カットカットカットカット（（（（アルバムアルバムアルバムアルバム 2222 冊冊冊冊））））    

〇特別婚礼料理特別婚礼料理特別婚礼料理特別婚礼料理 〇飲み放題（乾杯用シャンパンを含む） 〇ご披露宴会場料 〇控え室（2 室） 〇挙式料（神前式） 

〇音響、照明 〇飾花（メインテーブル・ゲストテーブル・ウエディングケーキ・ブライダルキャンドル） 〇介添  

〇花束（両親贈呈用） 〇ブライダルキャンドル 〇ウエディングケーキ 〇ジョーゼット 〇司会者 〇テーブルクロス  

〇ナフキン 〇配席表 〇招待状 〇席札 〇寿袋 〇サービス料 

〇〇〇〇ケーキコーナーケーキコーナーケーキコーナーケーキコーナー    

〇生花〇生花〇生花〇生花ブーケブーケブーケブーケ    

〇〇〇〇ミラーウェルカムボードミラーウェルカムボードミラーウェルカムボードミラーウェルカムボード    

〇入刀生〇入刀生〇入刀生〇入刀生ケーキケーキケーキケーキ    

〇〇〇〇バルーンバルーンバルーンバルーン    

〇〇〇〇ウェルカムドリンクウェルカムドリンクウェルカムドリンクウェルカムドリンク    

〇〇〇〇コーヒーコーナーコーヒーコーナーコーヒーコーナーコーヒーコーナー    

〇写真放映〇写真放映〇写真放映〇写真放映    

諫早観光ホテル 

政府登録(688) 

サービス料 

諸税 

込み 

サービス料 

諸税 

込み 

DOUGUYA      

SPECIAL      

PLAN 



挙式挙式挙式挙式 演出演出演出演出

神前式 43,200 円 グランドピアノ 16,200 円

教会式(ﾛﾋﾞｰ) 124,200 円 ブライダルキャンドル 27,000 円より

教会式(ｶﾞｰﾃﾞﾝ) 136,080 円 ウェディングケーキ 32,400 円より

人前式(ﾁｬﾍﾟﾙ) 37,800 円より 司会者 32,400 円

人前式(会場内) 16,200 円 カラークロス(1枚) 2,160 円

介添料 10,800 円 チェアカバー(1枚) 270 円

印刷印刷印刷印刷・・・・筆耕筆耕筆耕筆耕 ドリームファンタジア(メイン) 16,200 円より

御招待状一式 486 円より ドリームファンタジア(卓上) 540 円より

配席表 378 円より 音響・照明 27,000 円

ご招待状宛名筆耕 108 円 バブルマシーン 21,600 円

お席札・モギリ(筆耕料含む) 108 円 写真放映(ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙDVD) 37,800 円より

芳名帳 5,400 円より エンドロール 54,000 円より

当日記録DVD 81,000 円より

おおおお控室控室控室控室・その・その・その・その他他他他

挙式待合(両家控室) 10,800 円

お子様用お食事 1,863 円より

美容師用お食事 6,210 円 そのそのそのその他他他他

ホテルバック 324 円より 着付室料 32,400 円

写真室料 10,800 円

おおおお飲物飲物飲物飲物 引出物保管料(持込1個につき) 162 円

ビール(中) 745 円

日本酒 621 円

シャンパン 3,105 円より

ワイン(ボトル) 4,347 円より ごごごご婚礼写真(婚礼写真(婚礼写真(婚礼写真(カラー)カラー)カラー)カラー)

ウィスキー(国産) 745 円より 焼増 4,860 円より

ソフトドリンク 497 円 スナップ写真(データ付) 75,600 円より

スナップアルバム 162,000 円より

花束花束花束花束・・・・装花装花装花装花

ウェディングテーブル装花 32,400 円より

卓上装花(1卓) 2,700 円より

贈呈用花束1束(両親) 5,400 円より

贈呈用花束1束(お子様用) 1,080 円より

ウェディングブーケ 10,800 円より

Ｄ Ｏ Ｕ Ｇ Ｕ Ｙ Ａ

ISAHAYA KANKO HOTEL

TEL0957-22-8686

FAX0957-22-3385

ごごごご婚礼各種料金表婚礼各種料金表婚礼各種料金表婚礼各種料金表

※その他演出のご相談承ります。
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