
七五三個室お祝い＆フォトプラン
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ　×　スタジオ ファミリア



ホテル インターコンチネンタル 東京ベイではこのたびスタジオ ファミリア（ホテル直結）とのコラボレーションにて
お子様の健やかな成長を願って、ご家族の皆様と個室でゆっくりとお祝いのひと時を

お過ごしいただける個室お祝いプランと衣装、ヘアメイク、着付け、
撮影などが含まれたフォトプランをご用意しております。

撮影はスタジオやホテル館内のスポットでワンランク上のお写真を一生の思い出にしていただけます。

七五三 個室お祝い＆フォトプラン

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ× スタジオ ファミリア

1. 多彩なシーンで和装・洋装が
　映えるスタジオが7月
　リニューアルオープン

　　

2.ラグジュアリーなソファーや
エントランス、ロビーで撮れる



4.日本伝統の着物と
　神社が映える

　芝大神宮ロケフォトプランにて
　撮影できます。
　（別途、ご祈祷料が掛かります）

3.レインボーブリッジと
　　海を背景に撮れる

　プランの館内ロケーションに
　アップグレードでお選びいただけます。
　　　　　　　　　　　　（有料）

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、
一千年の歴史を誇る都内有数の神社「芝大神宮」と提携しております。
ご祈祷のご予約・お問い合わせは、芝大神宮へ直接ご連絡ください。

〈ご予約・お問い合わせ〉芝大神宮　
2084-1343-30 ：leT　7-21-1門大芝区港都京東 2100-501〒

芝大神宮ご祈 祷 ● 撮影後、ご祈祷してお戻りください。



衣装レンタル+お支度+撮影フォトプラン

· お手軽プラン、安心プラン、こだわりプランは 9月～11月の土・日・祝日は各プラン料金に追加で 5,000円加算させて頂きます。
· ブランド衣装をお選びいただけるのは安心プランとこだわりプランになります。
· 時間は目安となりますので予めご了承ください。
· 別途消費税を加算させて頂きます。

芝大神宮ロケフォトプラン（仕様時間約：3時間30分）

通常価格（9月～12月 15 日）

49,800円

衣装
2点レンタル

1スタイル
パーツ変更

+ +

着付け 2着分

+

撮影小物

+

スタジオ
撮影

（30 分＋30 分）

型物 2カット
台紙付

+

お手軽プラン（仕様時間約：3時間30分）

後撮りプラン（12/1～12/15）

　19,800円
通常価格（9月～11月）
　34,800円

安心プラン（仕様時間約：3時間45分）

▶
後撮りプラン（12/1～12/15）

39,800円
通常価格（9月～11月）

　　　　　　54,800円

こだわりプラン（仕様時間約：5時間）

後撮りプラン（12/1～12/15）

　59,800円
通常価格（9月～11月）
　74,800円 ▶

衣装
2点レンタル

1スタイル
パーツ変更

着付け 2着分 撮影小物

スタジオ
撮影

型物 1カット
台紙付

+ + +

+ + +

ホテルロケーション
フォト 1ヶ所

DVDデータ
50 カット

+

+

衣装
3点レンタル

+

1スタイル
パーツ変更

+

着付け 3着分

+

撮影小物

+

スタジオ
撮影

+

型物 1カット
台紙付

DVDデータ
100 カット

+

ホテルロケーション
フォト 2ヶ所
（45 分 +45 分）

+ + +

衣装
1点レンタル

ヘアメイク
1スタイル

着付け 1着分 撮影小物

+

+

芝大神宮
撮影

DVDデータ
50 カット

「ベーシック」衣装2点でスタジオフォト充実プラン 「おすすめ」ホテルロケフォトが含まれたプラン

「こだわりNO.1」スタジオ＆ロケ撮影2ヶ所プラン 「祈祷を兼ねた」芝大神宮ロケフォトが叶うプラン

▶

スタジオ ファミリア 東京ベイサイドの魅力
全国で1万組をお手伝いしているウェディング会社が七五三フォトを総合プロデュース致します。

フォトグラファー

最高に輝いている幸せの瞬間を撮影
   しているので一生の〝宝物写真〟が残せる

ヘアメイクスタイリスト

ウェディングの経験を生かして、親御様から
お子様までハイセンスなコーディネート

ご列席者のヘアメイク＆着付けを
　　　　　　　　事前予約にて承ります。
・色留袖着付け＆訪問着着付け　10,000円
・ヘアセット（ブロースタイル）　　　5,000円
・ヘアセット（アップスタイル）　　 　8,000円
・紋付羽織袴＆羽織着物着付け　12,000円
※ご予約状況によりお受けできない場合が
　御座います。
※別途消費税を加算させて頂きます。

東京都港区海岸1-16-1ニューピア竹芝サウスタワービル3階
（11：00～18:00）Tel: 0120-990-027

〈フォトプランご予約・お問い合わせ〉 
　3F スタジオ ファミリア （アニバーサリーフォト予約センター）

オススメブランド
JILLSTUART スタジオファミリア東京ベイサイド 検索⬅

（45 分）

（30 分）

（30 分）

（45 分）



〈個室お祝いプランご予約・お問い合わせ 〉
 1Ｆ レストラン（ジリオン/ラ・プロヴァンス/匠）Ｔｅｌ： 03-5404-7895　
3F シェフズ ライブ キッチン　　　　　　   Ｔｅｌ： 03-5404-2246
E-mail： restaurant@interconti -tokyo.com

● 表示は正価料金です。別途税金及びサービス料13%を加算させていただきます。 ● 写真はイメージです。

個室お祝いプラン

七五三プランだけの4つの特典・お子様料理をご用意しました。

1.  個室料無料（シェフズ ライブ キッチン：平日大人6名様以上)
2.  七五三ケーキ （人数に合わせて最大18cm）
3.  ホテルスタッフによる写真サービス
4. 大人6名様以上のご利用で､おじいさま､おばあさまへの
　お祝い返しに最適なホテル焼き菓子 5個入りを2箱プレゼント
　 （お子様のお名前入り熨斗も承ります）（シェフズ ライブ キッチンは対象外）

4つの
共通特典

下記4つのレストランよりお選びいただけます。お食 事

イタリアンダイニング ジリオン
ニューヨークスタイルのヘルシーイタリアンダイニング

● 個室は10名様までご利用いただけます。

〈営業時間〉 ランチ 11：00-15：00/ディナー 17：30-22：00

〈料　　金〉 大人 ￥8,000　子供 ￥2,000／￥4,000
（L.O.14 :30） （L.O.21 :30）

〈営業時間〉 ランチ 11：00-15：00/ディナー 17：30-21：30

〈料　　金〉 大人 ￥10,000　子供 ￥4,000／￥6,000
（L.O.14 :30） （L.O.21 :00）

ファインダイニング ラ・プロヴァンス
シェフこだわりの旬素材を南仏料理で

● 個室は16名様までご利用いただけます。

〈営業時間〉 ランチ 11：00-15：00/ディナー 17：30-21：30

〈料　　金〉 大人 ￥15,000　子供 ￥5,000／￥8,000
（L.O.14 :30） （L.O.21 :00）

鉄板焼 匠
特選食材を使用した匠の技をお楽しみいただける鉄板焼

● 個室は6名様までご利用いただけます。

〈料　　金〉 大人 平日 ： ￥4,000　土日祝 ： ￥4,500
           　 子供 平日 ： ￥1,991　土日祝 ： ￥2,251

オールデイダイニング シェフズ ライブ キッチン
海が見えるライブ感あふれるブッフェレストラン

　　　　（90分制）
〈営業時間〉 ランチ 【1部】11:00～12:30（L.O.12 :15）　
　　　　　　　　【2部】13:00～14:30（L.O.14 :15）

● 個室は12名樣から20名様までご利用いただけます。
但し、平日のみ大人6名様からご利用いただけます。



テル インターコンチネンタル 東京ベイ
〒105-8576 東京都港区海岸1丁目16番2号

InterContinental Tokyo Bay

Tel: 03 5404 2222   Fax: 03 5404 2111 www.interconti -tokyo.com

ホ


