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コロナ禍でも忘れられない人生のハレの日を 

たいせつなご家族へのギフトにも 

フォトウエディング×お食事会プラン・ふたりの結婚式プランなど 

EC サイト「JRE MALL」で販売開始！  
 

 日本ホテル株式会社（豊島区西池袋 1-6-1 代表取締役社長 里見雅行）が運営するメトロポリタンホテルズ（池袋・エドモント）は、

JR 東日本が運営する EC サイト JRE MALL（ジェイアールイー・モール）で「フォトウエディングプラン」や「ふたりの結婚式プラン」を販売いたします。コ

ロナ禍で集まることが難しく結婚式を挙げることが叶わなかった方に、安心・安全な環境でフォトウエディングとお食事が付いたプランやお 2 人だけの結

婚式が挙げられるプランをご用意いたしました。ご本人様のご購入だけでなくご家族からのプレゼントにも最適です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「フォトウエディング×お食事会プラン」 「ふたりの結婚式」 

ホテルメトロポリタン（池袋）では「フォトウエディング×お食事会プラン」や「ふたりの結婚式」プランを応援価格にて販売。都内でも珍しい独立型

ガーデンチャペルや「神の庭」をコンセプトにし、木漏れ日をイメージした神殿をご利用いただけます。また、お食事プランはお二人だけでゆったりとし

た時間をレストランでお過ごしいただけます。結婚式を挙げることができなかった新郎新婦様へ親御様からもお気軽にプレゼントしていただけるよう

「ギフト券」での販売も行います。 
 

 ― 今までありがとう これからもよろしくー 夫婦の愛と感謝を再度誓う 「バウ・リニューアル セレモニー」 

ホテルメトロポリタン エドモントでは「バウ・リニューアル セレモニー」を販売いたします。今まで連れ添って

きた夫婦が結婚記念日や還暦、定年退職など家族の節目をお祝いする形として注目されています。木

の温もりあふれるホテルのチャペルでセレモニーを行い、プロのカメラマンによるスナップ写真が付いたプラン

をご用意いたしました。証明書の発行や、セレモニーにはご家族やご友人のご参列も可能ですのでより

記憶に残る記念日となります。夫婦の間またはお子様からご両親へのプレゼントとしてもおすすめです。 

 

 

□ 販売開始：2021 年 10 月 19 日（火）14:00～ 

□ JRE MALL メトロポリタンホテルズ専用 URL：https://www.jreastmall.com/shop/c/c93/ 

 

 

 

 

 

 

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

日本ホテル株式会社 広報・ブランド戦略部 ℡ 03-6912-6741 e-mail:pr@nihonhotel.com 

〒171-0085 東京都豊島区西池袋一丁目６番 1 号  



 

 

コロナ禍で集まれる機会が失われてしまっている中、感染対策をしっかり取り組んでいる安心・安全な環境でお祝いいただけるよう「フ

ォトウエディング×お食事会プラン」「ふたりの結婚式プラン」を応援価格にて期間限定で販売いたします。当日ご家族も参加すること

で結婚式を挙げていない方でもご両親に晴れの姿を見せる事ができます。また、結婚式を諦めてしまった新郎新婦様へお気軽に親

御様からプレゼントしていただけるよう「ウエディングギフト券」も発行しております。安心して思い出に残る「ハレの日」を当ホテルでお過

ごしいただけます。 

フォトウエディング×お食事会プラン（洋装） 

ウエディングドレス、タキシードを着てロビーやガーデンチャ

ペル、ホテル内のフォトスポットにてお写真を撮った後はお

ふたりだけでゆっくりとお食事を楽しみいただけます。 

お料理や衣裳、撮影スポットも選べる自由自在なプラン。

季節感を感じるホテル館内で素敵な思い出をお創りいた

だけます。 

 

■料金：2 名様 330,000 円（サービス料・税込）

（通常価格 699,000 円） 

■期間：2022 年 3 月 31 日（木）まで 

 

■プラン内容：  

・料理（コース料理） 

・飲物（フリードリンク） 

・室料 

・衣裳（タキシード 132,000 円分／ウエディングドレス 220,000 円分 各 1 点） 

・美容着付 

・フォト（スタジオフォト（六つ切り 2 ポーズ台紙付き）もしくはロケーションフォト（約 80 カット・撮影データのみ）） 

・介添料 

フォトウエディング×お食事会プラン（和装） 

凛と気が引き締まる着物を着て神殿をはじめ竹林前な

どホテル内のフォトスポットにてお写真を撮った後はおふ

たりだけでゆっくりとお食事をお楽しみいただけます。お

料理や衣裳、撮影スポットも選べる自由自在なプラン

です。ホテル館内で季節感を感じる素敵なお写真のカ

ットと美味しい食事で記憶に残る１日をお過ごしくださ

い。 

 

■料金：2 名様 350,000 円（サービス料・税込） 

（通常価格 694,000 円） 

■期間：2022 年 3 月 31 日（木）まで 

 

■プラン内容：  

・料理（コース料理） 

・飲物（フリードリンク） 

・室料 

・衣裳（紋服 110,000 円分／白無垢 220,000 円分 各 1 点） 

・美容着付 

・フォト（スタジオフォト（六つ切り 2 ポーズ台紙付き）もしくはロケーションフォト（約 80 カット・撮影データのみ）） 

・介添料 

 

 

ホテルメトロポリタン（池袋） 



ふたりの結婚式プラン（洋装） 

「永遠の絆」をコンセプトにした、空と緑に包まれた開放

的なガーデンがある独立型チャペルで、牧師立ち会いの

もと、指輪交換、愛の証を刻んでいただけます。挙式の

後は、写真室での記念撮影。心にのこるセレモニーを。 

 

■料金：2 名様 330,000 円（税込） 

（通常価格 780,000 円） 

■期間：2022 年 3 月 31 日（木）まで 

 

■プラン内容：  

・挙式 

・衣裳（タキシード 132,000 円分／ウエディングドレス 220,000 円分 各１点） 

・美容着付 

・記念写真（六つ切 2 ポーズ台紙付き） 

・介添料 

 

ふたりの結婚式プラン（和装） 

「神の庭」をコンセプトに、木漏れ日をイメージとした照明

など、神前式に求められる厳 粛さとモダンデザインが融

合 した結 の空 間 。盃を交わしふたりの絆の深さを感じ

ていただけます。挙式の後は写真室で記念撮影。わす

れられない挙式を行っていただけます。 

 

■料金：2 名様 350,000 円（税込） 

（通常 580,000 円） 

■期間：2022 年 3 月 31 日（木）まで 

 

■プラン内容：  

・挙式 

・衣裳（紋服 110,000 円分／白無垢 220,000 円分 各１点） 

・美容着付 

・記念写真（六つ切 2 ポーズ台紙付き） 

・介添料 

 

 

 

ホテルメトロポリタン ウエディング 

 

都内各方面からアクセスが良い池袋に位置する「ホテルメトロポリタン」。都心で稀有な独

立型ガーデンチャペルに 7 つの多彩なバンケット、ホテルならではの温かなおもてなしが揃

い、ふたりの心を満たす一日をかなえます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- いままでありがとう、これからもよろしく - 
 

夫婦の愛と感謝を誓い合う 「バウ・リニューアル セレモニー」プラン 
 

「バウ・リニューアル（Vow Renewal）」とは、直訳する

と「誓いの更新」という意味で、今まで一緒に歩んできた

夫婦が、結婚記念日や人生の節目となる大切な日に、

あらためて互いに感謝の気持ちや愛を伝え合い、絆を深

めるセレモニーで、欧米ではポピュラーな文化として根付

いています。日本でも徐々に広がりを見せており、銀婚

式・金婚式などの結婚記念日はもちろん、還暦や定年

退職、お子様の独立など、家族の節目の新しいお祝い

の形として注目されています。 

木の温もりあふれるホテル内のチャペルでのセレモニーと、

プロカメラマンによるスナップ写真が付いたプランをご用意

しました。夫婦の間、あるいはお子様から両親へのプレゼ

ントにも最適です。 

 

■料金：58,000 円（税込） 

■期間：2022 年 3 月 31 日（木）まで 

（ご利用日の 3 か月前より予約受付開始） 

■プラン内容： 

・セレモニー（牧師、チャペル使用料） 

*ご家族やご友人も参列いただけます 

・バウ・リニューアル証明書 

・ミニブーケ（生花） 

・プロカメラマンによるスナップ撮影（20カットデータ渡し） 

 

※ドレスやタキシードなどの衣裳レンタル、ヘアメイクや着付、会食プランなどのオプションもご用意しています。 

 

 

 

 

□ お問い合わせ（読者）： ホテルメトロポリタン Tel.03-3980-7672（婚礼予約） 定休日：火曜日 

ホテルメトロポリタン エドモント Tel. 03-3237-1122（婚礼予約）定休日：水曜日 

メトロポリタンホテルズ JRE MALL コールセンター Tel. 0120-678-202 

 

 

JRE MALL 

 

2018 年 3 月より JR 東日本と JR 東日本ネットステーションが共同運営する

EC サイト。ネット販売、エキナカ商品の事前注文およびふるさと納税受付サイ

ト等を提供しています。2021 年 6 月 1 日現在で、130 のショップが出店し、

順次ショップを拡大。JRE MALL で商品等を購入すると、JR 東日本グループ

の共通ポイント「JRE POINT」が 100 円（税抜）※につき 1 ポイント貯ま

り、1 ポイント（＝1 円相当）単位でお買い物にご利用いただけます。 

※軽減税率適用の有無にかかわらず、お買い上げ金額から 8％分を差し引い

て税抜金額相当といたします。 

 

○JRE MALL 公式 Web サイト：https://www.jreastmall.com/shop/ 

 

 

ホテルメトロポリタン エドモント 


