
WE DDI NG



はじまりの場所で、
幸せを重ねていく。



PRECIOUS WEDDING
幸せな思い出を重ねる場所

時代とともに移り変わるものはたくさんあります

でも、 結婚式が、幸せなおふたりを囲む幸せに満ちたひとときであること

─ それだけはいつの世も変わりません

おふたりの人生で最も特別な一日は、おふたりを大切に思う人たちにとっても

大事な日。だからこそ私たちは感動とおどろきに満ちたおもてなしで

かけがえのない “PRECIOUS” な 瞬間をつくりだしたい

そしてこれからもおふたりの人生に寄り添い

幸せな思い出を重ねる場所であり続けたい

それが私たちの願いです





STYLE
your

CEREMONY
おふたりが永遠の誓いを交わす大切な儀式の場所。

グランド ハイアット 福岡ではホワイトローズチャペルと神殿をご用意しています。

また、近隣の神社での挙式もご案内いたしております。
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WHITE ROSE CHAPEL

つぼみから開花までを
イメージしたバージンロード

白く美しい光に包まれるホワイトローズチャペルは、入口から祭壇までの道

のりをバラのつぼみが開花するまでの過程になぞらえて表現しています。

このチャペルのためだけに選ばれる白いバラに彩られるバージンロードが、

幸せに満ちあふれたおふたりを優しくお迎えします。

ホワイトローズチャペル



SHINTO SHRINE

博多の総鎮守として約 ���� 年もの歴史をもつ櫛田神社の由緒正しい

御神体をお祀りする神殿を設えています。

雅楽の生演奏が響きわたる清らかな空間が、おふたりの永遠の誓い

を交わす人生最上の舞台となります。

神殿

由緒正しい御神体をお祀りする神殿で、
厳かな雰囲気に包まれる神前式



住吉神社

NEARBY SHRINE
「櫛田神社」と「住吉神社」でとりおこなう
純和風の挙式も叶います。 櫛田神社

神社挙式



3 style

BANQUET
大規模なご披露宴からカジュアルなパーティーまで、どのようなシチュエーションにも最適な会場がそろいます。

おふたりのお姿を華やかに演出してくれる空間で、笑顔に囲まれた幸せなひとときを。

クリスタルのシャンデリアが艶やかに

きらめくエレガントできらびやかな空間。

おふたりのお姿をより華やかに映し出します。

THE GRAND
BALLROOM

01

あたたかな木目調の空間に

大理石をほどこしたシャンデリアが

クラシカルで趣のあるたたずまいを演出。

ステイタス溢れるセレモニーを

お約束いたします。

SAVOY

02

“スモール・ラグジュアリー” がコンセプトの

邸宅スタイルの少人数向けバンケット。

赤いバラをモチーフにした装飾が施され、

シックで落ち着きのある雰囲気が漂います。

THE
RED ROSE

03



THE

GRAND

BALLROOM

グランド ハイアット 福岡の � 階を占める

ザ・グランド・ボールルームは、最大 ��� 名様までの披露宴に対応できるホテルのメインバンケットルームで、

�m を超える天井高にクリスタルシャンデリアを配したラグジュアリーできらびやかな会場です。



ザ・グランド・ボールルームは、

ウッド調の大空間にクリスタルのシャンデリアが艶やかにきらめくエレガントなバンケットルーム。

晴れの日のおふたりのお姿をより華やかに映し出します。

THE GRAND
BALLROOM



SAVOY

ホテル � 階に位置するサボイは、八角形のユニークなデザインで、

鏡を用いた壁面が広い会場にさらなる奥行きを与えています。

��� 名様までのウエディングが可能で、ゆったりとした空間づかいが幅広い層に人気です。



SAVOY

サボイでは、おふたりが着座するメインテーブルをやや低めに設えており、

ゲストの皆様との距離感が近く、落ち着いた色調のインテリアとの相乗効果で、

よりアットホームなウエディングが叶います。



THE RED ROSE

サン・テグジュペリ作「星の王子様」のストーリーをもとに、

主人公・王子様にとってかけがえのない大切な存在である「バラの花」をメインテーマに、

大胆で独創的なデザインが特徴。

黒やブラウンウッドを基調とした色合いの中、

壁画や天井装飾に施した鮮やかな赤いバラが印象的な空間です。

会場内は壁一面に配されたブックシェルフ（本棚）など、温かみのあるシックなインテリアで構成されています。

ご親族だけのパーソナルなパーティーや、少人数ウエディングをご検討の方におすすめのバンケットルームで、

おふたりならではのアットホームなウエディングを完成させてください。



PERFECT
BRIDES

DRESS

ホテル内に常設の衣裳室で、経験豊か

な専任スタッフが花嫁の魅力を最大限

に引き出す衣裳選びをお手伝いいたし

ます。

ウエディングドレス、カクテルドレス、

タキシードや和装などおふたりの衣裳

はもとより、ご両親・ご参列の皆様の

衣裳のご相談にも応じますので、安心

しておまかせください。

WEDDING ITEM

グランド ハイアット 福岡のウエディングは、

各国で展開するハイアットホテルならではの

世界基準のクオリティを追求。

おふたりの大切な一日を演出するアイテムも、

ディテールに至るまでこだわり抜いて取り揃

えております。



FLOWERS

ウエディングで使用する花々は、おふ

たりの魅力を引き立てるとともに、ゲ

ストの皆様をお迎えするおふたりの「お

もてなしの心」をあらわすアイテムの

ひとつ。

おふたりらしいフラワーコーディネート

で大切な一日を彩りましょう。



BEAUTY & MAKEUP

人生最良のひとときを最高の美しさで彩るため、

ヘアメイクから着付、ネイルケアなど、専門スタッ

フが新婦の輝きを最大限に引き出し、極上の笑顔

に包まれる一日をサポートいたします。

ACCOMMODATION

さまざまなスタイルの客室は、晴れの日を迎える

おふたりの挙式前後の大切な時間をお過ごしいた

だくのに最適な、機能的でありながら温かみのあ

るゆったりとしたデザイン。

移動時間を気にすることなく、ゆとりを持ってご

婚礼をお迎えいただけます。

キャナルシティ博多内にあり、主要交通機関から

も便利なロケーションに位置しておりますので、

遠方からウエディングにお越しになるご来賓やご

友人の皆様のご宿泊につきましてもお気軽にご相

談ください。

BRIDAL TREATMENT

花嫁の美しさを最上級まで引き上げるため、挙式

当日までカウンセリングとケアを重ねて透明感の

ある美肌につくりあげ、華やかな一日をお迎えい

ただけるようサポートいたします。

リング交換や乾杯のシーンなど、指先に注目が集

まる場面が多いウエディングでは、ハンドケアや

ネイルも大切なトリートメントのひとつです。



WEDDING

PHOTO

ウエディング撮影のプロフェッショ

ナルであるホテル内写真室のフォト

グラファーが、前撮りから披露宴当

日まで、おふたりの幸せの瞬間の一

コマ一コマを大切に形に残していき

ます。

SWEET

GIFTS

引菓子は、新郎新婦からご列席の方々へ

の感 謝の気 持ちをあらわす重 要アイテ

ム。おふたりの精一杯の気持ちを込めて、

多彩なセレクションからおふたりらしい

一品をお選びください。

YUINOU

&

SECOND PARTY

お 顔 合 わ せ や 結 納、二 次 会 など、

おふたりのご希望のスタイルをお聞

かせいただきながらともに創り上げ

ていきます。

晴れの日までの過程も大切にしなが

ら、人生最良の日を安心してお迎え

いただけるよう心を尽くしてサポート

をいたします。



料理や会場装飾、衣装、ヘアメイクなど、カップルによって重要視した

いポイントはさまざま。一組一組に特別なプログラムを創り上げる過

程は、まさにフルオーダーメイド。ふたりの多様な趣味や趣向をウエ

ディングに反映するために、前例がない演出にもチャレンジしたり、新

たな表現を模索したりと、常に表現力を磨き続けています。

ふたりらしい結婚式の実現には、各分野のプロフェッショナルたち (フ

ローリスト、ヘアメイク、写真、キッチンスタッフ、サービススタッフ)と

の連携が必要不可欠。

例えば、ふたりの思い出の場所を、チーム内に周知しておくことで、映

像に取り入れたり、オリジナルのウェルカムボードを作ったりとアイ

デアが生まれ、世界に一つだけの結婚式を創り上げています。

CARE
the SPIRIT of

プランナーと創る、
ふたりだけの最良の日と感動の一日

グランド ハイアット 福岡のサービスに根付く、「ケア」のスピリット。

ゲストの想像を超える一歩先の提案まで考え、最良のおもてなしを

提供するその姿勢は、全スタッフに共有されています。

新郎新婦とゲストに寄り添うウエディングプランナーは、理想の式を

創り上げるサービスを通して、「ケア」の精神を表現しています。

ラグジュアリーホテルの気高いイメージとは相反する、どんな希望に

も応える柔軟性で、数多くのカップルたちの門出を祝福してきました。

ライフパートナーとして、
未来に続く末長いお付き合いを

グランド ハイアット 福岡では、ふたりにとことん寄り添うプランナー

が、理想のウエディングの実現をサポートしてくれます。そこには、

ホテルのポリシーでもある目上のゲストへのおもてなしの気持ちに加

え、両家への配慮など、ゲストの心に寄り添う細やかなケアが行き

届いています。同時に、ふたりを真剣に思う親戚のようなあたたか

な視点も大切にするため、家族との付き合いや関係性などを事前に

ヒアリングしています。結婚式が終わった後、担当プランナーに子

供の顔を見せに、お宮参りのお祝いの報告に訪れる先輩カップルが

多いのも、心に行き届くケアの精神とホスピタリティの高さの現れと

言えます。

些細なことも
理想の結婚式が生まれるヒントに

「会話のすべてが、ふたりの結婚式につながっている」という信念に

基づき、ふたりとプランナーの初めての打ち合わせは、ヒアリング

が中心。会話の中から、結婚に対するイメージや、大切にしたいポ

イント、特別な思い入れなどを鮮明にしていきます。リラックスした

中で情報を共有する時間は、ふたりだけのウエディングを創り上げ

るヒントを見つけるための大切なプロセスです。

ふたりらしさを細やかに演出
フルオーダーメイドの結婚式

ウエディングプランナー
稲榮 遥

HARUKA INAE

MOVIE



LOCATION
福岡市の中心・博多区に位置する、グランド ハイアット 福岡は、

ビジネス・エンターテイメント・ショッピングの複合施設「キャナルシティ博多」

に併設した便利なロケーションにあります。



食
アートのような彩りが目をうば い、

九州の食材をいかした絶品の味わいに心が震える。

出来立てにこだわった婚礼料理は、生涯記憶に残るおいしさ。

結婚式後もおふたりの記念日などに

自慢の味を愉しんでいただけます。

全身が喜ぶ創作料理は
いつでもその日に戻れる味



ウエディングメニューは、新郎新婦からご列席いただく方々へ

の感謝の気持ちをあらわす大切なもの。

その想いを胸に、シェフたちがひと皿ひと皿にこころを込めて

お作りします。

CUISINE
私たちのこだわり

FILL YOUR PLATES

WITH THE COLORS

MOVIE



ラグジュアリーホテルや有名パティスリーに在籍後、飴細工の

コンクール「クープ・デュ・フランス」本戦で優勝したほか、数々

のコンクールで受賞を果たし、パティシエとして第一線で活躍し

てきた総料理長・野島 茂シェフ。

繊細な心遣いを求められるスイーツ作りと同様、新郎新婦とゲ

ストへの配慮に満ちた、パティシエ出身シェフならではの感性

や視点が光る一皿を提供してくれます。スイーツのスペシャリス

トが考え尽くした逸品が生まれる秘訣や、それらを振舞うサー

ビススタッフの思いなど、祝福のシーンを華やかに彩る要素で

ある料理について紐解いていきます。

パティシエ出身のシェフが届ける、心尽くしの一皿



「素材の味を最大限に引き出すこと」

それがグランド ハイアット 福岡における料理のポリシーです。

そのために欠かせないのが、食材選び。豊かな自然に恵まれた

環境下で育ち、世界的に知られる特産物も多い九州の食材から、

最高のものを探し出し、選定しています。シェフ自ら各地へ赴き、

食材を目で見て触れ、味を一つ一つ丁寧に確かめています。

海山の厳選食材を贅沢に使用し、豊かな味わいと香り引き立つ

メニューの数々が、ふたりとゲストを楽しませてくれます。

九州各地から厳選した素材を使用した創作料理



両家で味の趣向が異なるという、先輩カップルの

多くが抱えてきた悩み。その悩みを、味付けの濃

淡に頼らず、食材の味を活かす調理方法で解決し

てきました。「おいしいものを、おいしく届ける」

というシンプルな調理の考え方に現れるグランド 

ハイアット 福岡らしさ。好みによる味の判断を超

えるおいしさを生み出すために、食材の特色を見

極められるよう、日々知識を磨いています。

食材の旨味を確実に引き出す調理法で、新鮮さに

こだわること、作り置きをしないこと、サーブ直

前に火入れや盛り付けを行なうこと、そして提供

のタイミングに至るまで、最善の一皿のために、

すべてが緻密に計算し尽くされています。

誰もが楽しめる、
最高の一皿を



おいしい料理を届けるためには、最善のサービス

も重要な要素。キッチンスタッフのほか、サービ

ススタッフ、司会者に至るまで、当日は会場の全

スタッフが常にコミュニケーションを取りながら、

心を込めて料理の提供をしてくれます。

最良のタイミングを逃さない調理やサーブのコン

トロールは、各スタッフによる綿密な共有はもち

ろん、臨機応変なスケジュール調整によって実現。

流れ作業にならないように、気持ちを切らさない

ようにすることが、高いサービス力の背景に。

スタッフ全員に宿るハイアットの精神が、料理を

一層引き立てる上質なサービスを届けてくれます。

緻密な時間調整とスタッフの連携が鍵





グランド ハイアット 福岡
〒���-���� 福岡市博多区住吉 �-�-��

TEL ���-���-����




