
 
 

 
㈱日比谷花壇 

〒106-8587 東京都港区南麻布 1-6-30 
2021 年 9 月 13 日 

日比谷花壇ウエディングサイトがリニューアル＆新プランがスタート 
フォトウエディング「花とフォト」から 

せせらぎ公園と大倉山記念館で叶う新ロケーションフォトプランが誕生 
2021 年 9 月 13 日（月）予約受付開始 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮嶋浩彰）は、HIBIYA KADAN WEDDING 公式サイトのリ

ニューアル公開に伴い、フォトウエディング「花とフォト」から、日比谷花壇が指定管理者として管理運営を手掛ける、大田

区立田園調布せせらぎ公園・せせらぎ館（東京都大田区、以下せせらぎ公園）と横浜市大倉山記念館（神奈川県横浜市、

以下大倉山記念館）で行う、新ロケーションプラン「Basic Plan」 at せせらぎ公園（価格：220,000 円[税込]～）他の予約受

付を、2021 年 9 月 13 日（月）から開始します。※コース詳細は別紙 1 参照 
HIBIYA KADAN WEDDING 公式サイト：https://www.hk-wedding.jp/ ※9 月 13 日（月）13：00 リニューアル公開 
 
HIBIYA KADAN WEDDING のフローリストが装飾やブーケ等をプロデュースするフォトウエディング「花とフォト」の新ロ

ケ―ションプランでは、日比谷花壇が、指定管理者として管理運営する、大田区立田園調布せせらぎ公園・せせらぎ館と

横浜市大倉山記念館が会場となります。せせらぎ公園は春はサクラ、秋にはモミジの紅葉といった日本の四季折々の豊

かな自然が感じられ、この新プランでは隣接するせせらぎ館にある、世界的に有名な建築家、隈研吾氏によってデザイ

ン設計された、日本家屋の象徴「はなれ」を想わせる和室でゆったりお仕度もしていただけます。田園調布の森とも称さ

れるせせらぎ公園で、ふたりだけの特別な空間と時間を「花とフォト」のロケーションフォトプランで提供します。また、横浜

市大倉山記念館は 80 年 以上の歴史を誇る建造物で、横浜市指定有形文化財となっており、様々なドラマ・映画などの

ロケ地としても有名で、エントランスの大階段ではドラマティックな憧れのフォトが叶います。洋館風の館内には音楽ホー

ルや窓辺など多数撮影スポットがあり、特別な雰囲気を満喫できる抜群のロケーションです。 
 
HIBIYA KADAN WEDDING が装飾、メイク、スタイリングをトータルでプロデュースすることで、他では叶わない場所や施設

での撮影ができるだけでなく、花のプロだからこそ実現できる、統一感のあるふたりだけの世界観あふれるフォトウエディング

を実現します。コロナ禍で大勢のゲストをお招きした結婚式や披露宴の開催を控える傾向にある中、今できる、ふたりの大切

な想い出づくりをお手伝いしたいと考えており、今後もせせらぎ公園と大倉山記念館を皮切りに、ロケーションフォトウエディン

グの展開施設を拡大していきます。 
 
なお、HIBIYA KADAN WEDDING公式サイトは、「花とあなたと生きていく」「花から始まるウエディング」をコンセプトに、花がふたりの特別な

日を彩る重要性と、それを具現化できるウエディングの様々なサービス、情報を紹介するポータルサイトとして、9 月 13 日（月）13 時にリニュ

ーアル公開されます。 
 
株式会社日比谷花壇について  
1872 年創業、1950 年に東京・日比谷公園店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国に約 190 店舗を展開。ウエディング装花、直営
店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフトの企画・制作・販売、お葬式サービス、各種空間装飾デザイン・ディスプレイ、屋内
緑化の設計・施工等を行っています。今後も、さまざまな日常の生活のシーンの中に、花とみどりのある生活文化を創造していきます。 
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（株）日比谷花壇 

別 紙 1 
 
■ HIBIYA KADAN WEDDING フォトウエディング「花とフォト」 新ロケーションフォトプラン概要 
 
＜大田区立田園調布せせらぎ公園・せせらぎ館＞ 
 
◇「Basic Plan」 at せせらぎ公園 
料金： 220,000 円（税込） ※土日祝日は別途 22,000 円(税込) 
内容： ※衣装お持ち込み 
新郎新婦ドレス着付、新郎新婦ヘアメイク、生花ブーケ、ブートニア、ヘアード 

一式、生花アーチ装飾、カメラマン撮影、撮影データ 100 カット 
 
◇「Dress up Plan」 at せせらぎ公園 
人気ドレスショップと提携した選べるドレス付き～ 
料金： 330,000 円（税込） ※土日祝日は別途 22,000 円(税込) 
内容： 新婦ドレス ウエディングドレス 1 着、新郎タキシード 1 着 
新郎新婦ドレス着付、新郎新婦ヘアメイク、生花ブーケ、ブートニア、ヘアード 

一式、生花アーチ装飾、カメラマン撮影、撮影データ 100 カット 
 
 
＜横浜市大倉山記念館＞ 
 

◇「Basic Plan」 at 大倉山記念館  
料金： 275,000 円（税込） ※土日祝日は別途 22,000 円(税込) 
内容： ※衣装お持ち込み 
新郎新婦ドレス着付、新郎新婦ヘアメイク、生花ブーケ、ブートニア、ヘアード 

一式、生花アーチ装飾、カメラマン撮影、撮影データ 100 カット 
 
◇「Dress up Plan」 at 大倉山記念館  
人気ドレスショップと提携した選べるドレス付き～ 
料金： 385,000 円（税込） ※土日祝日は別途 22,000 円(税込) 
内容： 新婦ドレス ウエディングドレス 1 着、新郎タキシード 1 着 
新郎新婦ドレス着付、新郎新婦ヘアメイク、生花ブーケ、ブートニア、ヘアード 

一式、生花アーチ装飾、カメラマン撮影、撮影データ 100 カット 
 
 
■ 施設概要 
 
＜大田区立田園調布せせらぎ公園・せせらぎ館＞ 
住所：   〒145-0071 東京都大田区田園調布 1 丁目 53−12 
最寄り駅： 東急東横線・目黒線・多摩川線「多摩川駅」下車 徒歩約 1 分 
 
＜横浜市大倉山記念館＞ 
住所：   〒222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山 2-10-1 
最寄り駅： 東急東横線「大倉山駅」より徒歩約 7 分 
 
 
 

フォトウエディング「花とフォト」新ロケーションプランのご予約、お問い合わせ：  

https://www.hk-wedding.jp/photo_wedding/ 
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（株）日比谷花壇 

別 紙 2 
 
HIBIYA KADAN WEDDING 公式サイト：https://www.hk-wedding.jp/ ※9 月 13 日（月）13：00 リニューアル公開 
 
◇サービス内容 
 ・フラワークリエーションルームサイト（フローリスト指名制サービス） 
 ・ディズニーウエディング ※9 月中公開予定 
 ・パーティコンシェルジュ 
 ・クラウドウエディング 
 ・ガーデン・グランピングウエディング 
◇新サービス内容 
 ・フォトウエディング 
 
 
■ フォトウエディングプラン「花とフォト」新ロケーションフォトプラン開始記念 Instagram キャンペーン 

フォトウエディング「花とフォト」の新ロケーションフォトプラン開始を記念し、プレ花嫁を対象に、せせらぎ公園と大倉山記念館

でのフォトウエディングモニターモデルを各1組、計2組募集します。公式 Instagram（@the_hk_wedding）をフォロー、キャ

ンペーン投稿に専用ハッシュタグ等を入れてコメントしていただいた方の中から抽選で決定します。なお、内容には生花の

ブーケ・花装飾・フォト・ヘアメイク・ドレスが含まれ、撮影は 11 月～12 月に実施します。 
 
応募期間： 9 月 20 日（月・祝）〜9 月 30 日（木） 
応募方法： 公式 Instagram（@the_hk_wedding）をフォローし、対象のキャンペーン投稿に専用ハッシュタグ等を入れ

てコメント （すでにフォロー頂いている方も応募可能） 
※キャンペーン詳細は HIBIYA KADAN WEDDING 公式サイトの NEWS、新着情報を参照ください。 
 
 
■ HIBIYA KADAN WEDDING 公式サイトリニューアル記念 Instagram キャンペーン 
公式サイトのリニューアルを記念し、公式 Instagram（@the_hk_wedding）をフォロー、キャンペーン投稿に専用ハッシュタ

グ等を入れてコメントしていただいた方の中から、抽選で 10 名様に、お部屋に秋の訪れを感じさせるブーケをプレゼント

します。 
 
応募期間： 9 月 13 日（月）〜9 月 30 日（木） 
応募方法： 公式 Instagram（@the_hk_wedding）をフォローし、対象のキャンペーン投稿に専用ハッシュタグ等を入れ

てコメント （すでにフォロー頂いている方も応募可能） 
賞品、当選者数： 深みある秋の彩りを表現したブーケ 10,000 円（税込）相当、10 名様 
サイズ： 高さ約 30〜40cm 幅約 20cm （ドライフラワーになる花材やドライフラワーを使用します） 
抽選当選発表： 厳正な抽選の上、当選者へ賞品をお届けします。発送は 10 月中を予定しています。 
当選者様のみに DM にてご連絡させていただきます。 
※その他、注意事項は対象の投稿をご確認ください。 

 
以上 
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