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ホテル椿山荘東京リブランド 3周年記念スペシャルコラボを展開 

「GINZA TANAKA」3億円ティアラ の着用付き 2,016 万円婚礼プラン 

～「One Precious Wedding」ご成約の方から抽選で 1組に、3億円ティアラを無料レンタルも～ 

 

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：本村 哲）では、2016 年のリブランド 3 周年を

記念したスペシャルコラボレーションとして、まばゆい輝きを放つ 3 億円のティアラと 2,500 万

のイヤリング（GINZA TANAKA 所有 フランス工房にて製作）を着用いただける 2,016 万円の婚

礼プラン「One Precious Wedding “2016”」を、2015 年 8 月より先着 1 名様にご案内します。 

 

 「One Precious Wedding “2016”」は、GINZA TANAKA の 3 億円のティアラをご着用いただく（無

料レンタル）夢のようなひとときをお過ごしいただけるほか、ご要望をうかがいながら組み立て

上げる One Precious Wedding ラインならではの完全オーダーメイドのお料理やコーディネート、

フルオーケストラがご入場からお開きまで臨場感のある生演奏で包み一層の感激と思い出深い

ウエディングを演出するなど、唯一無二のラグジュアリーウエディングをご一緒に作り上げてま

いります。 

リブランド 3 周年を記念したスペシャルコラボレーションで、新郎新婦はもちろん、式にご出

席される皆様が、ラグジュアリーな空間の中で、温かく優しい気持ちにつつまれるひとときをお

過ごしいただけます。 

 

また、2015 年 7 月 30 日、銀座 4 丁目に当ホテル初の外部サロン「ホテル椿山荘東京 For wedding 

GINZA」をオープンします。リブランド 3 周年の第二弾として、新しい銀座のサロン、または

ホテル椿山荘東京内サロンにて新ウエディングラインの「One Precious Wedding」をお申し込み

いただいたお客様の中から抽選で 1 組に、ウエディングの当日に、花嫁を上質な輝きで引き立て

る GINZA TANAKA 3 億円ティアラを無料でレンタルします。 
※「One Precious Wedding」は、2014 年 7 月よりご提供している、上質な空間で結婚式を 2 人で作り上げる 

完全オーダーメイド型の新しいウエディングラインです。 

 ※ジュエリー価格は参考価格です。商品価格（税込み）は予告なく変更する場合があることをご了承ください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GINZA TANAKA ダイヤモンドティアラセット「リズミック スタイル」 

 3 億円のティアラと 2,500 万円のイヤリング 



 ホテル椿山荘東京は 2013 年 1 月 1 日リブランドして以降、唯一無二のラグジュアリーホテル

ブランドとしてのお客様にご満足いただけるよう、従業員教育や商品開発のほか、宴会場や挙式

会場、客室の改装を行なうなどさまざまな取組みをいたしております。また来年のリブランド 3

周年に向け、更にお客様にラグジュアリーホテルブランドとして様々な記憶に残る体験をご提案

していくスペシャルコラボレーション企画の一つとして、GINZA TANAKA の 3 億円のティアラ

をメインとした婚礼フェアを実施します。 

 

■リブランド 3 周年① ホテル椿山荘東京×GINZA TANAKA 夢の 2,016 万円のウエディング！ 

夢の 2,016 万円のプラン、「One Precious Wedding “2016”」は、GINZA TANAKA 3 億円のティア 

ラと、2,500 万円のイヤリングをご利用いただける（無料レンタル）、記憶に残るラグジュアリー   

なご体験をしていただける唯一無二のウエディングプランです。上質な輝きは、緊張の面持ち 

のご新婦の表情を和らげることでしょう。 

One Precious Wedding ラインならではの完全オーダーメイドのお飲み物、装花やコーディネー

ト、例えばフランスから空輸で取り寄せたフレンチ三大食材のお料理などのほか、大切なウエデ

ィング前夜に、ご新郎・ご新婦だけでなく、ご両親様にもスイートルームをご用意し、パーフェ

クトウエディングに向けて寛ぎのひとときをお過ごしいただきます。この 72 時間のラグジュア

リーファミリーステイでは、一生に一度の大切な瞬間を、大切なご両親様と温かくお過ごしいた

だきたいと願い、83 ㎡のデラックスガーデンスイートを 3 室ご用意しご挨拶や、新たな絆の誕

生への感謝の時間となさっていただきます。 

また、例えば、フルオーケストラがご入場からお開きまで臨場感のある生演奏で包み一層の感

激と思い出深いウエディングを演出したり、ご列席の皆様への確かなおもてなしをお約束するた

め、ホテル椿山荘東京および全国に広がるグループホテル内の、各分野のエキスパートの総力を

集結したサービスやパフォーマンスでお迎えするなどご一緒に夢のプランを創り上げます。 

このほか、経験を積み重ねたスタイルソムリエと呼ばれる、コーディネートのエキスパートが、

ヨーロピアンエレガンスを基調とした洗練された優雅な空間の中で最良の日のお手伝いをさせ

ていただきます。 

 

■リブランド 3 周年② ホテル椿山荘東京×GINZA TANAKA3 億円のティアラ無料レンタル！ 

ホテル椿山荘東京がおすすめする「One Precious Wedding」をお選びいただきましたお客様の

中から、GINZA TANAKA の 3 億円のティアラを抽選で 1 組に無料レンタルするリブランド 3 周

年を記念した特別キャンペーンもご用意いたしました。 

「One Precious Wedding」は、一定年数以上の経験を積んだ幅広い知識を持つ“スタイルソム

リエ”と呼ばれるブライダルコーディネーターが担当し、これまで以上に新郎新婦のこだわりを

詰め込んで、作り上げるオーダーメイドのウエディングプランです。披露宴会場はヨーロピアン

エレガンス薫る 9 つから選べ、料理はフランス料理を中心に、イタリア料理や日本料理も取り入

れることができます。ドレスからお料理、会場に飾られる花々の 1 本 1 本までこだわりぬき、ひ

とつとして同じものはない、特別なウエディングを実現いたします。銀座に出店する「ホテル椿

山荘東京 For wedding GINZA」でお申し込みいただいても対象となります。 

 

■リブランド 3 周年③ ホテル椿山荘東京 スイートルームを 3 組様にご招待 

ホテル椿山荘東京のリブランド 3 周年を記念いたしまして、ご婚礼のご準備でお忙しく過ごさ

れる方から抽選で 3 組の皆様へ、お寛ぎのひとときをプレゼントいたします。 

「One Precious Wedding」ラインを期間中にご検討・ご商談くださったお客様より、抽選で 3

組様へ、ホテル館内唯一の隠れ家のようなスイート「ハイドアウェイガーデンスイート」にご招

待申し上げます。 

 

 

 



■ホテル椿山荘東京リブランド 3 周年プラン概要 

「One Precious Wedding “2016”」ご予約・お問合せ 03-3943-1276（10：00～19：00） 

■申込期間   ：2015 年 8 月 1 日（土）～2016 年 5 月 31 日（火） 

   ※先着 1 名様にご提供 

■婚礼適用期間  :2016 年 12 月 31 日（土）までのご婚礼 

■料金        ：2,016 万円 （ご列席者 150 名様想定） ※消費税・サービス料込み  

■内容一例     ：GINZA TANAKA3 億円のティアラ・2,500 万円のイヤリングの無料レンタル 

挙式セレモニー一式、披露宴お料理及びドリンク、ウエディングケーキ、テ

ーブルコーディネート、装花一式、衣裳、ヘアメイク、トリートメント、介

添料、写真、新郎新婦および両親の 3 部屋分の「デラックスガーデンスイー

ト」（83 ㎡）を 2 泊 3 日分、フルオーケストラによるご演奏、ペーパーアイ

テム、引出物、新婚旅行サポート 

  ＊上記はフルパッケージとなり、披露宴のみでのアレンジも可能です。 

■備考     ：ティアラご使用の際の注意事項について、ご協力いただきます。 

 

「3 億円のティアラ無料レンタルキャンペーン」ご予約・お問合せ 03-3943-1276（10：00～19：00） 

■応募期間      ：2015 年 8 月 1 日（土）～9 月 30 日（水） 

■婚礼適用期間  : 2016 年 5 月 31 日（火）までのご婚礼 

■賞品・当選者数：GINZA TANAKA 3 億円ティアラ・2,500 万円イヤリングの無料レンタル、抽

選で 1 組様 

■応募方法      ：新ウエディングライン「One Precious Wedding」をご成約の方に、応募用紙 

をお渡しします。 

■当選発表      ：当ホテルからのご連絡をもってかえさせていただきます。 

■応募要件   ：・2016 年にホテル椿山荘東京で挙式を予定されているカップルで、 

「One Precious Wedding」をお申込みの方の中から抽選で 1 組にご提供。 

         ・応募の際、3 にちなんだエピソード書いていただける方。 

         ・ティアラご使用時の際の注意事項について、ご協力いただきます。 

 

「3組様 スイートルームご招待キャンペーン」ご予約・お問合せ 03-3943-1276（10：00～19：00） 

■応募期間   ：2015 年 8 月 1 日（土）～9 月 30 日（水） 

■賞品・当選者数：館内唯一の“ハイドアウェイガーデンスイート”ご招待、抽選で 3 組様  

■応募方法      ：新ウエディングライン「One Precious Wedding」のご商談時に、応募用紙を 

お渡しします。 

■当選発表  ：当ホテルからのご連絡をもってかえさせていただきます。 

■応募要件   ：・初めてのご来館、かつ「One Precious Wedding」のご商談をなさった方 

 

GINZA TANAKAダイヤモンドティアラセット「リズミック スタイル」概要 

フランス ルイ王朝時代に主流であったティアラのデザインである波型をベースに、現代風にリ

ズミカルで躍動感を与える印象に仕上げています。中央に煌めき輝く 11.03ct のペアシェイプ 

ダイヤモンドは、“GINZA TANAKA”のティアラコレクションの中でも最大です。イヤリングに

も約 2.30ct/2.44ct の大粒のダイヤモンドがあしらわれており、ティアラの躍動的な印象にプラス

して優美さを兼ねそなえています。 

 

 

■参考価格   ：ティアラ 300,000,000 円 

         素材 プラチナ（PT950）、ダイヤモンド計 83.81ct、 

中央のペアシェイプ ダイヤモンド 11.03ct（計 511 ピース） 

イヤリング 25,000,000 円 



               素材：Pt950、ダイヤモンド計 10.63ct、 

中央のペアシェイプ ダイヤモンド 2.30ct・2.44ct（計 90 ピース） 

 

＜GINZA TANAKA について＞ 

1892 年に創業した GINZA TANAKA（田中貴金属ジュエリー株式会社）は、クオリティーの高

いジュエリーや工芸品などの提供を通して、一人一人のライフスタイルに更なる輝きを持たせる、

歴史と伝統を有する貴金属ジュエリーの老舗です。純金やプラチナなどの上質な貴金属に匠の工

芸技術を駆使して、デザイン性に富み、かつ資産性の高いジュエリーや工芸品などを製作・販売

しています。現在、銀座本店を始め、新宿、ホテル椿山荘東京、横浜元町、仙台、名古屋、栄店

（ブライダル専門店）、心斎橋、福岡天神、新潟三越店の全国 10 店舗を展開しています。 

 

ティアラお貸出しの際の注意事項 

   ・挙式当日の時間や場所、ティアラ装着の講習の確認をさせていただくため、 

        事前に GINZA TANAKA 銀座本店へのご来店、お打合せをお願いさせていただ 

きます。 

・セキュリティ上、使用時間は 11 時～18 時にホテル椿山荘東京内の 

ウエディング会場に限らせていただきます。 

              ・ティアラ着用中の屋外での撮影の際はご遠慮ください。 

       ・ヘアスタイリストによるティアラご装着時には、GINZA TANAKA の専門スタッ 

（女性を予定）と警備の立会いがございます。 

    

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

藤田観光株式会社 ホテル椿山荘東京 婚礼課 担当：霜越 

TEL. 03-3943-0417 FAX. 03-3943-0984 Email: h.shimokoshi@hotel-chinzanso.com 


