
 施設・主要サービス一覧   

   

■Palazzo Ducale AZABU 

パラッツォ ドゥカーレ 麻布 

【挙式会場】 

・TERRACE GARDEN 

テラスガーデン 

・CHAPEL 

チャペル 

【披露宴会場】 

・LA TERRAZZA 

ラ テラッツァ 

・LA FORESTA 

ラ フォレスタ 

■Lagunaveil Premier 

ラグナヴェール プレミア 

【挙式会場】 

・CRYSTAL SKY CHAPEL 

クリスタルスカイチャペル 

【披露宴会場】 

・NEWYORK SUITE 

ニューヨークスイート 

・MODERN SUITE 

モダンスイート 

■Angelion au plaza TOKYO 

アンジェリオン・オ・プラザ・TOKYO 

【挙式会場】 

・solluna 

ソルーナ 

【披露宴会場】 

・Royal British 

ロイヤルブリティッシュ 

・MODE PARIS 

モードパリ 

   

■LUMIVEIL TOKYO 

ルミヴェール TOKYO 

【挙式会場】 

・SKY CHAPEL 

スカイチャペル 

【披露宴会場】 

・クリスタルレジデンス 

CRYSTAL RESIDENCEN 

・クリスタルレジデンス 

CRYSTAL RESIDENCEN 

・Ar's 

エアーズ 

 

※ ルミヴェール 

LUMIVEIL 

■Losangeia 

ロザンジュイア広尾迎賓館 

【挙式会場】 

・CHAPEL 

チャペル 

【披露宴会場】 

・BANQUET ROOM 

パーティ会場 

 

 

※Losangeia 

ロザンジュイア 

■The Premium Residence Lagunaveil TOKYO 

ラグナヴェール TOKYO 

【挙式会場】 

・CRYSTAL CHAPEL 

クリスタルチャペル 

・MODERN CHAPEL・INNER GARDEN 

モダンチャペル・インナーガーデン 

【披露宴会場】 

・NEW YORK RESIDENCE 

ニューヨークレジデンス 

・MODERN SUITE RESIDENCE 

モダンスイートレジデンス 

   

■THE MAGNUS TOKYO 

ザ マグナス トウキョウ 

【挙式会場】 

・TOP OF GINZA 

トップ オブ ギンザ 

【披露宴会場】 

・BANQUET ROOM 

パーティ会場 

【その他】 

・RESIDENCE SALON 

レジデンスサロン 

■ALMALIEN TOKYO 

アルマリアン TOKYO 

【挙式会場】 

・Lumiere Crus 

ルミエールクルス 

・Avenircras 

アヴェニールクラス 

【披露宴会場】 

・ヨーロピアンクリスタル 

European Crystal 

■The Premium Residence Lagunaveil NAGOYA 

ラグナヴェール NAGOYA 

【挙式会場】 

・NEXT 

ネクスト 

【披露宴会場】 

・MODERN SUITE RESIDENCE 

モダンスイートレジデンス 



 施設・主要サービス一覧   

   

■The Premium Residence Lagunaveil OSAKA 

ラグナヴェール OSAKA 

【挙式会場】 

・THE AQUA 

ザ アクア 

・MODERN CHAPEL 

モダンチャペル 

・CRYSTAL CHAPEL 

クリスタルチャペル 

【披露宴会場】 

・THE PENTHOUSE SUITE 

ザ ペントハウススイート 

・MODERN SUITE RESIDENCE 

モダンスイートレジデンス 

・NEW YORK RESIDENCE 

ニューヨークレジデンス 

■CHARMANT SCENA TOKYO 

 シャルマンシーナ TOKYO 

【挙式会場】 

・Crystal Aqua Chapel 

クリスタルアクアチャペル 

【披露宴会場】 

・ノヴェルクリスタル 

 Novel Crystal 

・ドルチェクリスタル 

 Dolce Crystal 

・ブルーノクリスタル 

 Bruno Crysta 

 

※CHARMANT SCENA 

シャルマンシーナ 

■ALMALIEN FUKUOKA 

アルマリアン FUKUOKA 

【挙式会場】 

・CRYSTAL SKY CHAPEL 

クリスタルスカイチャペル 

【披露宴会場】 

・ニューヨーククリスタル 

New York Crystal 

・ヨーロピアンクリスタル 

 European Crystal 

・モダンクリスタル 

 Modern Crystal 

 

 

 

■LAGUNAVEIL SENDAI 

ラグナヴェール SENDAI 

【挙式会場】 

・CRYSTAL CHAPEL 

クリスタルチャペル 

・ANGERION 

アンジェリオン 

【披露宴会場】 

・NEW YORK RESIDENCE 

ニューヨークレジデンス 

・MODERN SUITE RESIDENCE 

モダンスイートレジデンス 

・ANGELION 

アンジェリオン 

■La chiesa Santa Chiara 

南青山サンタキアラ教会 

【挙式会場】 

・La chiesa Santa Chiara 

サンタキアラ教会 

【披露宴会場】 

・Banquet Room 

パーティ会場 

■LAGUNAVEIL 

Sky Terrace 

ラグナヴェール SkyTerrace 

【挙式会場】 

・CRYSTAL SKY CHAPEL 

クリスタルスカイチャペル 

【披露宴会場】 

・カトルセゾンガーデン 

・ノヴェルクリスタル 

Novel Crystal 

   

■The Premium Residence 

Lagunaveil HIROSHIMA 

ラグナヴェール 広島 

【挙式会場】 

・チャペル ソレイユ 

【披露宴会場】 

・ヴェルデカーサ 

・フィオーレカーサ 

■A LA MODE PALAIS & THE RESORT 

ア・ラ・モード パレ&ザ・リゾート 

【挙式会場】 

・EGLISE ASPIRATION 

アスピラシオン教会 

・CHAPEL L'ABEILLE 

チャペル ラヴェイユ 

・CHAPEL LE MIEL 

チャペル ルミエル 

【披露宴会場】 

・THE RESORT 

ザ リゾート 

・MAISON DE LA GRACE 

メゾン グラース 

・LA MAISON DE ANGES 

ラ・メゾン・デ・アンジュ 天使の家 

■Centlegenda OKINAWA 

セントレジェンダ OKINAWA 

【挙式会場】 

・チャペル セントレジェンダ 

・Garden Wedding 

-ガーデンウエディング- 

・Sunny Wedding-サニーウエディング- 

【披露宴会場】 

・MODERN SUITE 

モダンスイート 

・ASIAN SUITE 

アジアンスイート 

・ガーデンパーティ 

【その他】 

・Wine & Bar 

The Coco Beach 



 施設・主要サービス一覧   

   

■LAGUNAVEIL KANAZAWA 

ラグナヴェール KANAZAWA 

【挙式会場】 

・CRYSTAL AQUA CHAPEL 

クリスタルアクアチャペル 

【披露宴会場】 

・Crystal Suite 

クリスタルスイート 

・Traditional Suite 

トラディショナルスイート 

■LAGUNASUITE NAGOYA 

HOTEL&WEDDING 

ラグナスイート名古屋 ホテル&ウエディング 

【挙式会場】 

・チャペルアクア 

・CRYSTAL CHAPEL 

クリスタルチャペル 

【披露宴会場】 

・MODERN SUITE 

モダンスイート 

・ASIAN SUITE 

アジアンスイート 

・NEW YORK SUITE 

ニューヨークスイート 

【その他】 

・CONCIERGE SALON 

コンシェルジュサロン 

■LAGUNASUITE SHINYOKOHAMA 

HOTEL&WEDDING 

ラグナスイート新横浜 ホテル&ウエディング 

【挙式会場】 

・SKY CHAPEL 

スカイチャペル 

【披露宴会場】 

・MODERN SUITE 

モダンスイート 

・ASIAN SUITE 

アジアンスイート 

・NEWYORK SUITE 

ニューヨークスイート 

 

※ LAGUNASUITE 

ラグナスイート 

   

■LAGUNAVEIL ATELIER 

ラグナヴェール ATELIER 

【挙式会場】 

・WHOLE GARDEN CHAPEL 

ホールガーデンチャペル 

【披露宴会場】 

・ATELIER ROOFTOP TERRACE 

アトリエ ルーフトップテラス 

・ATELIER WAREHOUSE 

アトリエ ウエアハウス 

■Raffine marriage geihinkan 

ラフィネ・マリアージュ迎賓館 

【挙式会場】 

・CHAPEL 

チャペル 

・GARDEN CHAPEL 

ガーデンチャペル 

【披露宴会場】 

・BANQUET ROOM 

パーティ会場 

■ISUIEN-SHOUNKAKU 

渭水苑/祥雲閣 

【挙式会場】 

・チャペル 

・清明殿 

【披露宴会場】 

・浪漫 

・IRORI 

・渭水苑 

  

   

■Private Wedding 

LA POLTO 

ラ ポルト 

 

【挙式会場】 

・CHAPEL 

チャペル 

【披露宴会場】 

・Rism Leaf 

リズムリーフ 

■The Liverary 

ザ ライヴラリー 

【挙式会場】 

・CHAPEL 

チャペル 

【披露宴会場】 

・BANQUET ROOM 

パーティ会場 

■La Blanche Lien Grato Luxury 

ラ・ブランシュ富山 

【挙式会場】 

・CHAPEL SAN MICHELE 

サン・ミケーレ教会 

・GARDEN CHAPEL 

ガーデンチャペル 

【披露宴会場】 

・Villa de Brillant 

フランス館 

・Grasmere House 

イギリス館 

・La Primavera 

イタリア館 



 施設・主要サービス一覧   

   

■QUEEN’S COURT 

Grand Chariot 

クイーンズコート  

グランシャリオ 

【挙式会場】 

・SAINT GIARDINO 

サン・ジャルディーノ 

・AQUATIC CHAPEL 

アクアティック チャペル 

・Japanese Modern Ceremony 

和装人前式 

【披露宴会場】 

・VILA ESTERIO 

ヴィラ エステリオ 

・CLUB SWEET 

クラブ スウィート 

■Charme de Nature 

シャルム・ド・ナチュール 

【挙式会場】 

・CHAPEL 

チャペル 

・ZUIKOUDEN 

瑞光殿 

・GARDEN CHAPEL 

ガーデンチャペル 

【披露宴会場】 

・Raffine 

ラフィーネ 

・Nice 

ニース 

■St.Michelle  

WEDDINGGARDEN 

セントミッシェル  

ガーデンウェディング 

 

【挙式会場】 

・CHAPEL 

チャペル 

・GARDEN CHAPEL 

ガーデンチャペル 

【披露宴会場】 

・Casa d' Angela 

カサ・デ・アンジェラ 

  

■Au Voile Blanc 

ア・ヴェール・ブランシェ 

【挙式会場】 

・AQUA CHAPEL 

アクアチャペル 

・GARDEN CHAPEL 

ガーデンチャペル 

【披露宴会場】 

・Vitré 

ヴィトレ 

■RAVIMANA KOBE 

 ラヴィマーナ神戸 

【挙式会場】 

・CHAPEL BLUE BIJOU 

チャペルブルービジュー 

・CHAPEL ARIOSE 

アーリオス 

 

 

 

【披露宴会場】 

・瑠璃 

ルリ 

・villa de BIRTH 

ヴィラデバース 

・villa de AMARANTH 

ヴィラデアマランス 

・vista MALE 

ヴィスタマーレ 

・vista TIERRA 

ヴィスタティエラ 

 

※ラヴィマーナ 

RAVIMANA 

  

■L2126 



 施設・主要サービス一覧   

■オリジナルブランド 

LAGUNAPRIER 

ラグナプリエ 

／フラワーブランド 

LAGUNACUORE 

ラグナクオーレ 

／ジュエリーブランド 

PRIMACARA 

プリマカーラ 

／ドレスブランド 

PRIMARTE 

プリマアルテ 

／ヘアメイク&メイクアップ 

■オンラインサービス 

AniCrit 

アニクリ 

※Anniversary Create 

アニバーサリークリエイト 

アニクリ WEB ご祝儀 

    ウェブ 

アニクリオンラインストア Escrit LIVE WEDDING 

■ブライダルサービス 

ルクリアモーレ 

Le Crit Amore 

得ナビ プリンセス結婚式 

プリンセスブライダル 

プリンセスウェディング 

 

■宴会場手配サービス 

パーティハンター 

PARTY HUNTER 

ハンターガイダー 

HUNTER GUIDER 

 

■レストラン・その他飲食販売店 

WINELIST 

Sales & Delivery 

 

ODD 

Ajillo ODEN  

M Dojima  Res arcana 

レス アルカーナ 

Le Chez Crit 

ル・シェ・クリ 

 

 


