
披露宴会場について 

 

◇私達は挙式を遠方の神社で行い、披露宴をするかしないかで迷っていました。 

どうせするなら、大がかりなものではなく、ゲストと距離が近く、アットホームで、 

料理がとても美味しいところを・・・と考えていました。 

インターネットで検索してみると、一番最初にヒットしたのがアルピーノさんでした。 

披露宴半年前に見学に行き、プチコース？みたいなものを食べてびっくり。 

お料理が本当に美味しい！そしてスタッフの方々の物腰も柔らかく、おもてなしが 

本当に素敵でした。 

接客業をしているため、ついつい同業者目線で見てしまうのですが、 

私も見習わなきゃ！と思うほどでした。 

そして相談の際に親身になって話をしてくれたマダムの人柄にも惹かれました。 

会場は２つありますが、どちらも温かみがあり、それでいてカジュアルになりすぎず、 

とても落ち着ける雰囲気です。            （結婚式レポートより） 

 

 

◇少人数（20 名くらい）の披露宴を予定している方には、 

ちょうど良いかもしれませんが、60 名以上になると窮屈感は否めないような 

気がします。                  （参列した方より） 

 

 

◇私達の話を聞いて、マダムが「こうしたらどぉ？こういうやり方もあるよ。」と 

親身になって話をしてくれます。 

スタッフの方々も、みなさん良い方でイタリアンやフレンチレストランには無い 

アットホームな雰囲気で、普段こういうレストランへ行かない私達でも居心地の良い 

会場です。                   （結婚式レポートより） 

 

 

◇部屋の真ん中に壁があり、少し狭く感じました。      （下見した方より） 

 

 

◇2 階で 60 名以上の披露宴を行っていましたが、披露宴の方とレストランのお客様が

同じお手洗いでした。 

女子トイレは、二人しか入れないので、少し並びました。  （下見した方より） 

 



 

 

◇レストラン内でのレストランウエディングでこちらも会場のサイズは大きくは 

ないですがその分参加者全体の一体感のある式にできて良い 

                          （参列した方より） 

 

 

◇若干狭いが、逆に広い披露宴会場より親近感があり、とてもアットホームな感じで 

良かった。席と新郎・新婦が近いと常に写真撮影がアップで撮れて良い。 

                          （参列した方より） 

 

 

◇とても雰囲気が良いです              （参列した方より） 

 

 

◇会場が小さくて、隣のテーブルとの間隔が狭く、新郎新婦がテーブルの間を歩く時、 

とても歩きづらそうでした。 

料理の配膳サービスも狭くて危なっかしい感じでした。 

新郎新婦が歩くところはテーブルの間隔をもう少し開けた方がいいと思いました。 

                          （参列した方より） 

 

 

◇レストランですので設備が完璧ではないのは確かですが、スタッフの方が完璧に 

フォローしてくださる、マダムがいるという安心感があります。 

ゲストの方々にも絶対に失礼が無い会場だと思いました。 

窓から見える景色も本当に素敵。 

古さを感じさせない、思い出がいっぱい詰まっている事は凄く感じる、 

とっても雰囲気の良い会場だと思いました。        （下見した方より） 

 

 

◇私たちの集客だと円卓にはならず、ずらーっと席を設けたタイプになるため、 

会社の上司などを呼ぶ場合は席順を、気を付けないといけないかもしれません。 

ですので正統派ではなく、アットホームに仲間うちや家族で挙げるにはぴったりです。 

                            （下見した方より） 

 

 



 

 

◇会場が小さくて、椅子の前後の間隔がとても狭かったです。 

新郎新婦との距離は近くてよく見えたので、良かったですが、立ったり座ったり 

するのもちょっと大変なくらいの狭さでした。      （参列した方より） 

 

 

◇披露宴会場も、式場と同様に窓がとても多く暖かい雰囲気です。 

音の拡がりも良く、ピアノを演奏して頂くと最高でした！ 

また、こちらも参列者との距離が近いため、皆と話ながらアットホームな感じの 

披露宴が出来ました。             （結婚式レポートより） 

 

 

◇一度外に出て会場まで行くので、お年寄りには大変そうに思いました。 

また雨の日等は正装には酷かもしれません。      （参列した方より） 

 

 

◇70 人弱のお客様を呼びましたが、広すぎず狭すぎず来た人みんなで 

美味しい料理が食べられました！！ 

スタッフ皆さんの心配り、サービスが最高です。 

私達が知らないところでお客様のおもてなしが感動しました。 

披露宴だけでしたが、終わった後みんなからお褒めの言葉を頂けました！ 

派手な光や音響の演出はありませんが、披露宴中ピアノを弾いて頂いたり 

窓から入ってくる光が良く理想的なアットホーム披露宴が出来ました。 

                         （結婚式レポートより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



挙式会場について 

 

◇スペースとしては小さいですが新郎新婦とかなり身近に接することができて 

とても良い。                        （参列した方より） 

 

 

◇レストランウエディングだったが、挙式会場があり、雰囲気も良かった。 

挙式会場にはバルコニーがあり、写真撮影にはとても良い感じだった。  

                              （参列した方より） 

 

 

◇60 名くらいで行うとなれば、少し狭いかな？と感じました。 （下見した方より） 

 

 

◇レストランがぐるなびなどでも高評価のアルピーノさん。 

全体的にこじんまりしていますが、それぞれの造りの外装は可愛らしく、 

内装は落ち着いているので年配者もくつろげるそうです。 

式場は可愛らしいお菓子やさんの 2 階にあり、決して派手ではないけれど 

木の温もりが素敵です。 

派手な内装ではないからこそ、ゲスト全員が挙式に集中できそうです。 

全体的に温かい雰囲気が素敵な施設です。        （申込みをした方より） 

 

 

◇レストランの 2 階を利用して挙式会場を作って頂くタイプですので、 

いわゆる挙式会場ではなく、椅子が並べられ、十字架を棚に立てた感じです。 

                             （下見した方より） 

 

 

◇挙式会場は広いとは言えませんし、バージンロードが長いとも言えません。 

だけど、思い出が詰まっていました。 

マダムが今までこちらで挙式を挙げた方々の思い出を沢山話して下さいました。 

マダムはセールストークではないお話でこちらの心を掴んで下さいました。 

ここでしかできない挙式があると思いました。       （下見をした方より） 

 

 



 

 

◇コンパクトな会場でした。 

待合室、式場、受付、披露宴会場へ続く階段、会場が狭いので、 

参列者にとってはちょっと窮屈な印象です。        （参列した方より） 

 

 

◇木造造りで窓が多く、外の光が沢山入り込んだ会場は、落ち着きのある暖かい色合い

で、新婦の白いウエディングドレスがとても美しく映えて良かったです。 

挙式は、参列者との距離が近く、一人一人の顔をよく見渡せるので、緊張せず 

安心して進める事が出来ました。 

挙式の後も、テラスからブーケトスを行ったり、参列者からの祝福のフラワーシャワー

を頂くなど、とても綺麗で思い出に残る事が沢山ありました。 

                          （結婚式レポートより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



スタッフ・プランナーについて 

 

◇大満足です！手作り品をかなり持込み、スタッフの方々も大変だったと思いますが、 

いやな顔ひとつせず応じて下さいました。また、こうしたい！などの 

相談にも乗って下さり、出来る・出来ないもはっきり伝えて下さったので、 

スムーズに計画することが出来ました。 

                            （結婚式レポートより） 

 

 

◇スタッフの方に司会を頼みましたが、とてもスムーズに進行して頂き、 

お料理を出して頂いたり、飲み物を注いで頂いたりとタイミングもよく 

ゲストの方々も満足そうでした。 

それと、最初は親への手紙を読まない予定でしたが・・・2 日前に荷物を 

預かってもらいに伺った時に夫が、私に手紙を読んでほしい・・・と言い始め、 

司会の方に「私も子供がいるので、結婚式で手紙を読んで貰いたい。絶対に泣いちゃい

ますけど（笑）」と背中を押して頂き、急遽。読む事にしました。 

父子家庭で、父よりも叔母達に感謝の気持ちが大きい話をしたら、 

司会の方が「お父様と叔母様達に手紙を書いてもいいんですよ」と言って頂き、 

そういうやり方もあるんだなぁと思いました。 

あの時、この話が出なかったら、私は一生、家族に感謝の気持ちを伝えずに 

終わる所でした。あの手紙のおかげで、叔母がずっと「あの手紙が本当に良かった。 

よく書けていた。」と会う度に行ってくれます。     （結婚式レポートより） 

 

 

◇スタッフの方もアットホームというか、私にとってはちょっとフレンドリー過ぎる 

という印象です。 

好き嫌いが分かれる会場かと思います。          （参列した方より） 

 

 

◇どのスタッフもとても親切で何のストレス（不満）も感じることなく 

始めから最後まで過ごせた。   （参列した方より） 

 

 

◇とても親切で、テキパキ    （参列した方より） 

 



 

 

◇今回、私はバウリニューアルで相談に伺いました。 

もちろん、私も初めてのことですし、アルピーノさんも初めての試みだそうですが、 

本当に快く受け入れてもらいました。 

他の式場では「いいですね」とはいうものの、どうやったらいいかなどの提案はなく、

普通の挙式プラン扱いとなってしまいます。 

ですが、アルピーノさんは私が何をやりたいかなどのヒヤリングもきちんとして下さり、

いろんな提案もくださいました。 

手探り状態ではありますが、「一緒に作り上げよう」という姿勢が本当に 

ありがたく思います。                （申込みをした方より） 

 

 

◇ベテランの女性だった。気が合わないとやりにくいと思う。 

しかし、いろんなマナーなどを教えてくれそう。      （下見した方より） 

 

 

◇マダム、スタッフの方々皆にとっても素敵でした。 

終始旦那もろとも笑顔になっちゃいました。        （下見した方より） 

 

 

◇スタッフの方々には、色々な事をとても細かく気遣って頂き、感謝感謝の一言です。 

打ち合わせの時も、質問には一つ一つ丁寧に答えて頂き、分からない所は沢山の案を 

提案して頂けたので、私達だけのオリジナルな結婚式にすることが出来ました。 

また、提携先の司会の方、カメラやビデオの方、美容の方、ピアノを生演奏して 

頂いた方、沢山の方の力添えで、暖かい素晴らしい結婚式になりました。 

                          （結婚式レポートより） 

 

 

◇どのスタッフも気配りが素晴らしく、子供連れの参列者にも対応が良かったです。 

                           （参列した方より） 

 

 

◇分からない事を一つ一つ丁寧に一緒に考えて解決して下さいました 

                           （下見をした方より） 

 



料理について 

 

◇とても美味しいです！ 

アルピーノさん含め 3 つ見学に行き、それぞれ試食をしましたが、比べ物にならない

くらいでした（笑） 

さすが、レストランです。特にステーキのお肉の柔らかさ、そしてフォワグラ丼(*^_^*) 

また食べたいので、密かに友人が挙げてくれないかなと思うぐらいです。 

そして、向かいにお菓子やさんがあるので、スムーズに計画することが出来ました。 

                         （結婚式レポートより） 

 

 

◇とっても美味しかったです。 

小学生の子供～大人まで、1 番人気だったのは「フォワグラ丼」でした。 

鯛のカラスミクルート焼きも和牛フィレ肉のグリルも最高に美味しかったです！ 

義母が「結婚式じゃなく、結婚パーティーなんだから、お料理が美味しい所がいい。」

と言っていたので、アルピーノさんで結婚パーティーを開いて正解でした。 

                          （結婚式レポートより） 

 

 

◇やはりレストランということで他で食べた料理より断然美味しかった。料理の内容も

バランスも量も良かった。               （参列した方より） 

 

 

◇言う事ナシ。最高                  （参列した方より） 

 

 

◇料理はおいしかったですが、特に印象には残っていません。 （参列した方より） 

 

 

◇料理については、ふつうです。             （参列した方より） 

 

 

◇レストランなのではずれがなく、全て美味しかった。   （参列した方より） 

 

 



 

 

◇お料理は、もう美味しすぎて・・・今まで食べたフランス料理の中で、 

旦那にとっても私にとっても最上級でした。 

これは、ゲストにも喜んでいただけると確信しました。 

一度、足を運んでしまうともう一度、二度、三度と食べに行きたくなる最高の 

お料理です。なので、記念日は全部アルピーノ様に決めました！笑    

                           （下見した方より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロケーション（立地、交通アクセス）について 

 

◇さいたま新都心駅から徒歩 10 分かからないくらいです。 

バスもたくさん走っていますが、一度も使いませんでした。 

駅前には大きな新しいショッピングセンターもあり、さいたま新都心は行くだけで 

ワクワクするような場所です。そのショッピングセンターを抜けたところにあり、 

隠れ家且つおしゃれです。              （結婚式レポートより） 

 

 

◇電車で来て頂くゲストの方もいらっしゃったので、 

さいたま新都心駅から徒歩で約 8 分で着くのと、遠方から車で来るゲストの方の為に

高速道路も近い方がいいかなと思っていたら新都心 ic からもすぐ！という 

立地条件抜群の場所です。              （結婚式レポートより） 

 

 

◇さいたま新都心駅から徒歩で行けるが、けっこう遠い。初めて行ったので、 

少し迷いました。大きな道路を挟んで似たようなお店があるのでわかりにくかった。 

                          （下見した方より） 

 

 

◇大通りに面しているけど、敷地内（周辺）には木々が生い茂りとても雰囲気が良い。 

                          （参列した方より） 

 

 

◇駅からも近く、駐車場も完備             （参列した方より） 

 

 

◇車で行ったので駅からの距離は分かりませんが、案内で見た限りではヒールで女性が

駅から歩いていくにはちょっと遠い気がします。      

                          （参列した方より） 

 

 

◇さいたま新都心駅から歩ける距離。タクシーだと１メーター。 （参列した方より） 

 

 



 

 

◇駅からは少し遠いのでタクシーが必要かも・・・ 

歩けなくはないのですが遠いと思います。          （参列した方より） 

 

 

◇最寄り駅から徒歩 10 分以内だと思いますが、駐車場も２０台は楽に 

停められそうです。比較的大きな通りに面していますが、騒々しくなくて落ち着けます。 

                           （申込みした方より） 

 

 

◇さいたま新都心駅から直ぐです。 

帰りは埼京線で帰るため、北与野駅まで歩いたのですが、それでも直ぐでした。 

ロケーションですが、アルピーノ様の周りの建物を見ても一つの町のような 

素敵な空間でした。帰る時にはもうイルミネーションが輝いていて思わず 

写真を沢山撮りました。               （下見をした方より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コストについて 

 

◇ペーパーアイテムや DVD は手作りしました！ 

お金をかけたところは特にありません。 

全体的に他式場と比べると良心的な価格設定です。    （結婚式レポートより） 

 

 

◇顔合わせ食事会をするのに、せっかくならウエディングドレスも来てほしい・・との

義母の一言でレストランウエディングを計画したので、基本お金のかかる事はせず 

シンプルにした為、披露宴だけをしました。 

ワインが美味しく、普段ワインを飲まない人たちが「このワインすごく飲みやすくて、

美味しい」と言って頂いたので、急遽、ワインをお持ち帰り用に数本用意して頂いて 

約 20 名のパーティーで 80 万くらいでした。 

強いて言うならウエディングケーキは、意外にも夫の意見が出たので、 

少しお金をかけましたが・・・満足の出来だったのでゲストがずっと写真を撮り続ける

ほど気に入った大成功作品でした。          （結婚式レポートより） 

 

 

◇費用面も良心的です。 

決していろんなものを無理に勧めてきたりしません。本当に必要なもの、 

バウリニューアルをする意味をもとに考えてくれます。    

                          （申込みをした方より） 

 

 

◇コストも最高です。 

なんと言ってもマダムの一言「これからの生活も大切だから」と私の母が言っていた 

言葉そのままに言われました。 

結婚式場を何軒巡っても、そんな風に言ってくださる式場はこちらだけだと思います。 

もちろん、お料理や引出物そして引菓子の費用を抑える様な内容ではなく 

その他の費用が工夫されており、契約後に上がる心配も無い最終見積もりと 

近いお見積もり表をいただけました。     

                         （下見をした方より） 

 

 



この会場のオススメポイント 

 

◇本当にゲストとの距離が近く、口だけではないアットホームな披露宴が実現できます。 

自分たちのやりたいことを反映できたり、オリジナルのケーキを作って下さったり、 

やり残したことはないくらいです。レストランで美味しい料理と飲み物と、 

温かい雰囲気でおもてなしを第一に考えるなら最高にお勧めです！ 

挙式は行っていませんが、出来るとのことです。いわゆる一般的な「ザ・結婚式」を 

求める方にはもしかしたら事足りない部分があるかもしれませんが、 

一度ぜひ見学してみることをお勧め致します！     

                         （結婚式レポートより） 

 

 

◇アルピーノさんは、結婚式場とは全く違い、自分のやりたい様に、 

自分達らしい結婚式・パーティーが開けます。相談にもしっかり乗ってくれ、 

持ち込みも可能です。 

私達がケーキカットをしている時に義祖父母がケーキカットをやった事がない話を 

私の叔母にしたのをきっかけに「おばあちゃん達にもケーキカットやらせてあげられる

かしら？」と急に言いましたが、司会の方が快く受け入れてくれ、義祖父母の最高の 

笑顔を写真に残す事が出来ました。 

義祖母から「2 人のおかげで、夢の様な 1 日だったよ。本当にありがとうね。」と 

言って貰えて、アルピーノさんを選んで良かったなぁと思いました。 

結婚式場にも見学へ行き、見積もりまで出して頂きましたが、金額の差も数十万・・・

式場の見た目は良いですが、中身で考えると、いつでも相談にのってくれるスタッフが

必ずいてくれ、私達の様なシフトで仕事をしている人からすると、 

定休日でも「私がいるから、その日にいらっしゃい」当日でも「この時間なら空いてい

るよ」と気持ち良く受け入れてくれる、マダムが居てくれる、このアルピーノさん・・・

最高です。 

                        （結婚式レポートより） 

 

 

◇特にありません。 

埼玉に住んでいる方にはいいのかもしれませんが、それ以外の場所から行くには 

ちょっと不便です。 

会場自体も狭くて窮屈な感じでした。         （参列した方より） 

 



 

 

◇一番はスタッフの方が仕事で機械的に作業をしている感じではなくて 

心から新郎新婦をお祝いしていると感じるような対応をしていた。 

あとはとにかく料理がオススメ。             （参列した方より） 

 

 

◇建物の外観から内装まで、とてもおしゃれ。 

料理は全て温かいモノは温かく、冷たいモノは冷たく。 

そして、ケーキも、同じ系列のお菓子やさんがあるので、とても良い。 

私もここで行えば良かった。 招待客の不満は見当たらない。   （参列した方より） 

 

 

◇階段が急だし、至る所に段差があるので、車イス・ベビーカーは大変。 

                           （下見した方より） 

 

 

◇本当にいろんな相談にのってくれて、実現するにはどうしよう？を一緒に 

考えてくれます。アットホームでカタチだけじゃないウエディングをしたいなら 

お勧めです！                   （申込みをした方より） 

 

 

◇化粧室にも、お花が沢山ありました！ 

他の会場ですと、どうしても週末アルバイトの方が頑張って配膳するなどでぎこちなく

なりますがこちらはそんな心配は一切しなくても大丈夫だと思います。 

                         （下見をした方より） 

 

 

◇１．スタッフさんが全員親切 ２．「ダメです」と言わず可能性を探してくれる 

 ３．料理が皆に「おいしい！」と感動された ４．無理なことはすすめてこない 

 ５．式の雰囲気がアットホーム 

料理が出席者にとても好評でした。そして、2 人にも食べる時間を作ってくれる上、 

出席者に「新郎、新婦にも料理を召し上がっていただいてよろしいですか？と司会者が 

聞いてくれました。全て心のこもったおもてなしをしてくれてうれしかったです。 

人生で最高の日を迎えるにふさわしい会場です。 

                         （結婚式レポートより） 



この式場で素敵な結婚式を挙げるためのアドバイス 

 

◇不安なことはその都度相談して、解決していくことをお勧めします！ 

あとは当日、大切な方々が笑って楽しんでくれているというイメージを 

思い描くことです♪ 

本当にアルピーノさんで披露宴を行って良かったです。 

一生の記念になりました。 

あの日のことがまだ夢のようで、それくらい素敵な日になりました。 

私達の披露宴会場でもあり、レストランでもある！ので、 

大切な日にはまたお世話になりたいと思っております（＾ｖ＾） 

アットホームでワイワイ、美味しい料理でおもてなしを考えている方、 

是非一度足を運んでみて下さい☆            （結婚式レポート） 

 

 

◇義母の「結婚式じゃなく、結婚パーティーなんだから、お料理が美味しい所がいい。」

の一言で見学へ行き、食事もして決めました。ゲスト全員、満足。 

結婚パーティーにして、家族 1 人ずつ全員に紹介したかったので、最初の紹介の時の

緊張感からは考えられない、義祖母のケーキカットで大盛り上がり。 

結婚式場で、こんな事は出来ないと思います。アルピーノさんだから出来た事です。 

ゲスト全員の笑顔が見れた、素敵なパーティーでした。 

お金をかけなくても、ゲストの身も心にも残る笑顔の絶えない結婚式を挙げたいなら、

アルピーノさんがいいです。 

ちなみに、お金が無くても、ご祝儀で後払いにも相談にのってくれました。 

それと、式後・・・記念日にアルピーノで食事をして、結婚パーティー楽しかったよね。 

と話を夫として初心を忘れずに結婚生活を送れる場所だとも思いますよ。 

                          （結婚式レポートより） 

 

 

◇とにかく相談する！です。ちゃんと話を聞いてくれます。 

他の式場のプランナーとは全然違うことが分かると思います。 

表面上だけの言葉ではない素敵なウエディングができると思います。 

                         （申込みをした方より） 

 

 

 



こんなカップルにオススメ 

 

◇あまり派手で大掛かりな式ではなく、こじんまりとしていても温かみのある 

手作り感のある式をしたいという方にオススメ。    （参列した方より） 

 

 

◇こんな結婚式が計画できる。というポイントはとても高いと思う。 

                          （参列した方より） 

 

 

◇少人数のお客様でアットホームな披露宴にしたい、派手な演出はいらない、料理には

こだわりたい、というカップルにはいいと思います。 

私の友人で、別のカップルも同じような理由で、こちらで披露宴をしたそうです。 

（親類のみでしたので、私は出席してませんが） 

年齢はあまり関係ないかもしれませんが、どちらも３０代後半同士のカップルです。 

                         （参列した方より） 

 

 

◇アットホームな雰囲気にして、おもてなしをしたいカップルや 

美味しい料理を一番に考えてるカップルにはおススメです！！     

                         （参列した方より） 

 

 

◇少人数でやりたい人にはいい場所です。      （参列した方より） 

 

 

◇アットホームなあたたかい空間で、美味しい料理でおもてなしをしようと考えている 

カップルにオススメです！             （参列した方より） 

 

 

 



先輩カップルレポートより（マイナビウエディング） 

 

◇楽しみだったこだわりのネイキッドケーキがイメージ通りでびっくりしました。 

見た目だけではなく、味も本当に美味しくて自分のウェディングケーキがこんなに 

可愛くて美味しいケーキですっごく嬉しかったです。 

迎賓の時も、私たちの隣にケーキがあって、ゲストの皆さんからも好評だったので 

良かったです。 

 

 

◇加えて凄く感動したのが「ウエディングケーキ」。スタッフの方にプロポーズの時の

話をしたらそれをケーキで表現しましょうと提案してくださって、ギターを持った 

新郎やドラムセットまで、世界に一つだけのケーキを作ってくれました。 

何より嬉しかったのが、私たちのストーリーにとことん向き合ってくれてそれを 

組み込んで一生に一度の日を作ろうというスタッフの皆さんの姿勢ですね。 

 

 

◇ウエディングケーキは出会った頃の夜景ドライブの様子をイメージして作って 

頂きました。相当アバウトなイメージを申し上げたのですが、お菓子やさんの 

加藤総菓子長が見事に形にして下さいました。 

当時乗っていた車（ホンダプレリュード）のディテールまで凝って頂き、良い思い出に

なりました。タイヤには当時履いていたブリヂストンのマーク付き！ 

ケーキを頼む際、過去に手がけた作品の写真も見せて頂きましたが、 

「えっ！こんなことまでできるの？」という作品ばかりで面白かったです。 

 

 

◇新婚旅行で行ったスイスをイメージして、ケーキを用意してもらいました。 

特に、ケーキの完成度はとても高く、マジパンで作っていただいた家族の表情も 

可愛らしく、細かいところまで凝っていました。 

 

 

◇ケーキはオリジナリティのあるものを！と思っていました。 

ただざっくりとしたイメージだけだったのにアイデアを引き出してくださり 

披露宴も２次会も思っていた以上のケーキで感動しました！！ 

 

 



先輩カップルレポートより（マイナビウエディング） 

 

◇ウェディングケーキは二人の出会った場所をデザインしてもらいました。 

ケーキの周りは自分達の好きな雑貨で装飾もしました！ 

出来ない事はほぼないと言われかなり心強かったです！ 

 

 

◇色々自由にできそうだなと思ったことと、何よりウエディングケーキが 

可愛らしかったことは選んだ理由として大きかったです！ 

ウエディングケーキを担当してくださった方もこちらのわがままな要望に関わらず、 

予想以上の素敵なケーキを考えて作ってくださりありがたかったです。 

 

 

 

 

アルピーノのウエディングケーキは 

アルピーノ村お菓子やさん工房本店でスタッフが総力をあげてお作りします 

 

 

ご披露宴の 1 ヶ月前に加藤総製菓長と 

ケーキのお打ち合わせお二人のご希望 ご要望をお聞きして  

形にしていきます 

 

 

当日は完成したばかりの 

世界に 1 つだけお２人オリジナルの生ケーキが 

最初に披露宴会場で お二人をお待ちしています 

 

 

迎賓の際はお二人と一緒に 

ウエディングケーキもゲストをお迎えします 

 

 

                      アルピーノウエディングより 

 


