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H.I.S. 海外
海外ウェディング
ウェディング＆
ウェディング＆ハネムーン専門
ハネムーン専門セクション
専門セクション
Ｈ.Ｉ.Ｓ.×ワタベウェディング

アバンティ＆
アバンティ＆オアシス表参道
オアシス表参道グランドサロン
表参道グランドサロン
2011 年 8 月 26 日リニューアルＯＰＥＮ＆
リニューアルＯＰＥＮ＆特別商品発売開始
ＯＰＥＮ＆特別商品発売開始
株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：平林朗 以下 H.I.S.）東日本法人団体専
門店グループは、弊社ウェディング＆ハネムーン専門セクション「アバンティ＆オアシス」の表参道店と、「ワタベ
ウェディング株式会社」（本社：京都府京都市 代表取締役社長：渡部 秀敏氏）のコラボレーション店舗として同
フロアーで、海外ウェディングに必要な衣裳やアルバムなどの小物まで全てが一同に揃う「
「グランドサロン」
グランドサロン」をオ
ープンいたします。
海外ウェディングを取り扱う旅行会社の多くは、式場手配と旅行の手配は行えるものの、ウェディングドレス等
の衣裳手配はお客様に外部のサロンをご紹介し出向いていただく必要がありました。「
「グランドサロン」
グランドサロン」では、挙
式プロデュース会社と H.I.S.が同居することにより、海外ウェディングに関わる主要な各分野の専門スタッフが一
同に揃うフロアーで、効率よく具体的に挙式プラン全体を決めていただけるような店舗をコンセプトとしておりま
す。特に挙式前に忙しく過ごされるカップルの方々のためにご利用いただきたいと思っております。
また、「アバンティ＆オアシス」では、8 月 9 月は会社帰りに挙式相談をいただけるようナイト
ナイト相談会
ナイト相談会（事前予約
相談会
制）も設けております。
このリニューアルを記念して、当社東日本地区のアバンティ全店舗にてオープン記念商品を発売し、更に表
参道店限定で、特別イベントの開催や指定の会場と旅行商品をお申し込みいただいた先着 5 名様に 10 万円の
衣裳券等の特典もご用意しております。
東日本大震災以降、絆を求めて、結婚を希望するカップルが増えているとの報道がされている中、海外ウェ
ディングをお客様の選択肢の一つとしてご検討をいただける様に、またお客様の利便性を高めより海外ウェディ
ングが身近なものとしてお考えいただける様今後も様々な取り組みを行ってまいります。

「グラドンドサロン」
グラドンドサロン」とは・・・
とは・・・
①旅行・
旅行・挙式・
挙式・衣装の全てを 100％満足頂く為のサロンです。
②ひとつのサロンで海外ウェディング
海外ウェディングの
ウェディングのトータル準備
トータル準備が可能です。
ウェディングドレス（衣裳一式）のフィッテング、約 90 種類のドレスから選択可能
です。
③世界中にある
世界中にある挙式会場
にある挙式会場をご
挙式会場をご紹介
をご紹介。
紹介。一ヶ所での比較検討が叶います。
④挙式に関わる追加手配（アルバムや
アルバムやパーティー）の相談と手配が可能です。
⑤ハネムーンはもちろん、ご家族・
家族・同行者のご旅行も一括手配可能です。
情報が共有できるから負担が軽減できます。

本件に
本件に関するお客様
するお客様からのお
客様からのお問
からのお問い合わせ先
わせ先
株式会社 エイチ・アイ・エス 「アバンティ＆オアシス」表参道グランドサロンへ TEL：03-5775-0761
ホームページ： http://www.his-j.com （営業所案内：http://www.his-wedding.com/shop/shibuya/）
本件に
本件に関する報道関係
する報道関係・
報道関係・旅行会社からのお
旅行会社からのお問
からのお問い合わせ先
わせ先
株式会社 エイチ・アイ・エス 東日本販売事業部 広報担当： 高司 奈奈
TEL：03-5908-2477 FAX：03-5908-2187 営業時間 平日）10:00～18:30、 土日祝） 休み
E‐MAIL：t-eigyo01@his-world.co.jp （本ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽは報道関係の方からのお問合せ専用とさせていただいております）
※その他、広報関連のお問い合わせは、経営企画室：三浦 TEL：03-5908-2070 FAX：03-5908-2423 までお願いいたします。
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◆Ｈ.Ｉ.Ｓ.「アバンティ＆
アバンティ＆オアシス」
オアシス」とは・・・
とは・・・
H.I.S.「アバンティ＆オアシス」は、海外旅行の豊富な実績をもつウェディング
ウェディング専門
ウェディング専門セクション
専門セクションです。
セクション
これまで海外ウェディングを専門に企画･販売をしており、挙式からハネムーンまで一人の担当
がお世話をさせて頂く専属担当制を取り、顧客のニーズに合わせた、オーダーメードの
ウェディングをサポートし、お客様にきめ細かいサービスを提供いたしております。

（全国 19 店舗 ：2011 年 8 月）

◆「ワタベウェディング」
ワタベウェディング」とは･･･
とは･･･
ワタベウェディング株式会社（本社：京都府京都市 代表取締役社長：渡部 秀敏氏）
「ワタベウェディング」は海外ウェディング（リゾ婚）のパイオニアとしてリゾート挙式
Ｎｏ１の実績を誇ります。安心と信頼で 47 万組以上のお客様の挙式お手伝いをしております。
海外に１４ヶ所の自社挙式関連施設を運営。ハワイでは昨年 11 月に最新チャペルを開設。
家族のかけがえのない思い出創りのお手伝いをしております。

アバンティ＆
アバンティ＆オアシス表参道
オアシス表参道グランドサ
表参道グランドサロン
グランドサロン限定
ロン限定リニューアル
限定リニューアル記念
リニューアル記念イベント
記念イベント＆
イベント＆特典
■アバンティ＆
アバンティ＆オアシス表参道店
オアシス表参道店リニューアル
表参道店リニューアル記念
リニューアル記念イベン
記念イベント
イベント
『ドレス試着体験＆1 億円のティアラ試着』
開催日時：9 月 4 日（日）、17 日（土）、18 日（日）、19 日(月・祝)
■特典詳細①
特典詳細①『 ワタベウェディング１０
ワタベウェディング１０万円
１０万円ドレス
万円ドレス券
ドレス券プレゼント』
プレゼント』
ワタベウェディング主催挙式会場と旅行商品をお申込の方先着 5 組様

お申込期間 ：2011 年 8 月 26 日～限定数に達し次第終了
挙式対象期間：2011 年 10 月 1 日～2012 年 6 月 30 日
■特典詳細②
特典詳細② 『2012 年 ハワイ・
ハワイ・グアムの
グアムの人気チャペル
人気チャペルで
チャペルで ＪＵＮＥ ＢＲＩＤＥ になる！』
になる！』
挙式後パーティー６名様分をプレゼント（約１２万円※2011 年 8 月料金参考）』
ハワイ：コオリナ・チャペル・プレイス・オブ・ジョイ／グアム：ブルーアステール
※表参道店にて上記 2 チャペルの商品と旅行をお申込の方先着各２組様
■特典詳細③
特典詳細③『挙式オプション
挙式オプション最大
オプション最大５
最大５万円プレゼント
万円プレゼント』
プレゼント』
ご列席者様 1 名様のご旅行をお申込ごとに、挙式オプション 1 万円分を還元
お申込期間 ：2011 年 8 月 22 日～2011 年 9 月 5 日まで
挙式対象期間： 2011 年 9 月 1 日～2012 年 6 月 30 日
http://www.his-wedding.com/fair
※特典①～③の併用は致しかねます。
アバンティ＆
アバンティ＆オアシス表参道店
オアシス表参道店オープン
表参道店オープン記念商品詳細
オープン記念商品詳細
Ｈ.Ｉ.Ｓ.のお客様
のお客様だけに
客様だけに贈
だけに贈る、この日
この日だけの限定
だけの限定プラン
限定プラン

Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｗｅｄｄｉｎｇ ハワイ 5 日間 2 名様 60 万円
海と空のブルーに溶け合うような透明感あるチャペル『ハワイ／
アクアベール フレ・マリーナ・コオリナ・ル・プラージュ』を大安の
2011 年 12 月 19 日・3 月 14 日の 2 日間をＨ.Ｉ.Ｓ.が貸しきることで
H.I.S.のお客様にだけの特別なアレンジでご提供する限定プランです。
これまでの実績でお客様からのご要望を反映した、この日だけの
限定プランとなっております。
●日本人コーディネーター
日本人コーディネーターの
コーディネーターのフルサポート
→日本人コーディネーターが挙式の進行～挙式当日まで二人をフルサポート。言葉の不安な方にも安心です。

●優しい香
しい香りが漂
りが漂う生花デコレーション
生花デコレーション
→女性ならではのこだわりを実現し、チャペルのテーマカラーに合わせたブルー＆ホワイトの生花デコレーションでチャペル内を彩ります。

●味に定評のある
定評のあるパーティ
のあるパーティ専用会場
パーティ専用会場「
専用会場「ホ・アオ」
アオ」でのレセプションパーティ
でのレセプションパーティ（カップル分
カップル分）
→挙式の余韻を楽しみながら美味しいお食事に舌つづみ。

他、特別プランをご用意をしております。
※各日 9 時・16 時・17 時挙式限定 限定 6 組となります。（他の時間をご希望の場合は追加代金にて挙式可能）
※上記料金には、旅行代金・挙式基本代金・新婦ヘア＆メイク・衣裳（ドレス 80,000 円、タキシード 20,000 円）・上記
特典が含まれております。詳しくはお問合せください。

