


The Ultimate Wedding Experience

Bulgari Hotels and Resorts, Tokyo Restaurants
ブルガリ ホテルズ ＆ リゾーツは２００１年に設立され、 ２００４年、 最初のホテルがミラノにオープン
しました。 ２００６年には２番目のホテルがバリに、 続いて２００７年にオープンした世界最大の
旗艦店となるブルガリ銀座タワー内に併設される形でブルガリ ホテルズ ＆ リゾーツ ・ 東京
レストランがオープンしました。 以来、 ブルガリならではのイタリアのライフスタイルを、 ファイン
ダイニングのレストランやハンドメイドのチョコレートを通して、 比類なきサービスと共にご提案して
います。

In 2001 Bulgari announced the creation of Bulgari Hotels & Resorts and the first Bulgari 
Hotel opened in 2004 in Milan.  After the second property opened in Bali, Bulgari Hotels 
& Resorts Tokyo Restaurants was established in 2007 at the Bulgari Ginza Tower -- the 
largest Bulgari store in the world. Since, Bulgari Hotels & Resorts Tokyo Restaurants has 
offered an exclusive Bulgari experience featuring the Italian luxury lifestyle, from a fine 
dining restaurant to Bulgari's handcrafted chocolate gems. Bulgari has enjoyed world 
renown for its incomparable service and fine artisanal goods.

Hatsuko Endo Weddings
ハツコ エンドウは、 1905 年に初代遠藤波津子が、 銀座に開業した日本初の総合美容サロンで
ある遠藤理容館からスタート。 その後、 一世紀以上にわたって日本の美容と婚礼のスタイルを
創り上げてきました。 ウエディングには常に最高のクオリティを追求し、 婚礼衣裳からお支度まで
一貫したスタイリングとトータルコーディネイトを提案し、 日本におけるハイクラスのウエディング
シーンには欠かせない存在として、 数多くのセレブリティの婚礼を担当。 ブライダルのトップ
ブランドとして常に最高級のサービスを提供しています。

HATSUKO ENDO was established in 1905, when Hatsuko ENDO launched the 
beauty salon "Endo Riyokan" in Ginza, Tokyo -- the very first Japanese salon to provide 
comprehensive beauty treatments. Since, the salon has provided beauty service for 
weddings in Japan, for over a century. HATSUKO ENDO has always displayed a flawless 
pursuit in high quality from its bridal products and makeup services to its bridal gowns, 
characteristically involved in high-end or celebrity weddings in Japan.

BHR_weddingpumphlet.indd   1 14/08/28   20:00



Happily ever after.
ブルガリ銀座タワーでは、 夢のようなウエディング、 そう、 おふたりが思い描くウエディングが

実現します。

おふたりのこだわりを生かした個性的なプランや、 全てをブルガリで揃えたウエディングも思いの

まま。 エンゲージメント ・ リングはもちろん、 お食事やドレス、 ハネムーンに至るまでブルガリに

こだわった完璧なウエディングをプランすることが可能なのです。

そして銀座タワーでご提供するのは、 ミシュランの星を誇るシェフ ルカ ・ ファンティンによる

クリエイティブなお料理だけでなく、 ミラノの著名なデザイナー アントニオ ・ リーヴァ（Antonio Riva）が

ブルガリのために特別にデザインしたウェディングドレスなど、 エクスクルーシヴなエレメントばかり。

そのプライベートでとびきり美しい空間では、 フォーマルな披露宴でもアフターパーティーでも、 最高の

サービスでゲストの皆様をおもてなしいたします。 もちろんブルガリ ウエディングを創り上げるための

パートナー、 ハツコ エンドウ ウェディングスからは、 花嫁が最高に輝くウェディングドレスとヘアメイクを

ご提案いたします。

The fairy-tale wedding becomes real, at the Bulgari Ginza Tower in Tokyo, where bride 
and groom can have the personalised Bulgari wedding of their dreams.
This ultimate wedding experience can be customisable or complete, from the 
engagement rings to the dinner, from the wedding dress to the honeymoon. As is 
Bulgari’s renown, its Ginza venue provides an exquisite experience, offering cuisine by 
its Michelin-starred chef Luca Fantin, an exclusive Antonio Riva designer wedding gown, 
intimate and stunning spaces to allow anything from a formal wedding banquet to an 
after-party, and Bulgari’s customary yet exceptional service. Hatsuko Endo Weddings, our 
trusted wedding event partner, offers an expert level of experience and care that can 
provide dress, hair and make-up services for a bride to feel her most beautiful.

BHR_weddingpumphlet.indd   2-3 14/08/28   20:00



BHR_weddingpumphlet.indd   4-5 14/08/28   20:00



Wedding Ceremony
夢に想い描くウエディングは人それぞれ。 ブルガリが、 おふたりの夢を実現する

お手伝いをいたします。

例えばオープンエアのテラスから、 銀座タワーならではの素晴らしい東京の

眺めをお楽しみいただける屋上 11 階のブルガリ ラ ・ テラッツア ラウンジ。

もしくはエクスクルーシヴ感溢れる、 ８階にあるエレガントなプライベートラウンジを

特別にご利用いただくことも可能です。 このプライベートラウンジは、 お控え室や

クロークとしても。

特別な日をより思い出深いものにするために。

Everyone’s dream wedding is different – Bulgari helps you to design 
your day to perfection. Two pristine venue options are available for the 
ceremony: an open-air terrace with an un-matched view over Tokyo, 
which is unique to the Bulgari Ginza Tower location, or an elegant 
private lounge that doubles as the exclusive 8th floor of the tower. 
Whether by weather forecast or preference, both spaces are available 
to the wedding party that reserves the tower for their special day – 
useful as changing rooms or as a place to seek some privacy.
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Banquet
誓いの言葉を述べ、幸せなおふたりは晴れてご夫婦となりました。 ウエディング・

セレモニーが終わり、ゲストはラグジュアリーなイル・リストランテへといざなわれ、

ミシュランの星を誇るエグゼクティブシェフ ルカ ・ ファンティンによるお料理を

堪能します。 高さ９メートルの窓ガラスで三方を囲まれたこのメインダイニングは、

幸せな新郎新婦のお二人を美しく演出するこの上なくロマンティックな空間。

銀座二丁目という最高のロケーションにある銀座タワーの窓からは、 最高級の

街並みを誇る銀座の景色が広がっています。 その活気ある風景は、 いつまでも

ゲストの皆様の記憶に残ることでしょう。 お天気の良い昼間には、 陽の光で

キラキラと輝く天国のような空間を。 また夜には、 東京タワーが一望できる

素晴らしい夜景を体験していただけます。

The “I do’s” are said, the happy couple is wed: it is time to celebrate. 
After the ceremony, guests will be ushered to the beautiful 
atmosphere of Il Ristorante to enjoy a gourmet meal prepared by the 
Il Ristorante’s Michelin-starred chef, Luca Fantin. With 9-meter high 
ceilings atop glass windows on three sides of the tower, there are 
few venues more romantic, or breathtaking. Overlooking Ginza, the 
famous upmarket shopping, dining and entertainment district of Tokyo, 
the views are lively and unforgettable. During daytime hours the 
glass walls of Il Ristorante make it a luminous haven, during evening 
a stunning paradise of lights – offering different atmospheres for 
different preferences.
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After-party
外がすっかり暗くなっても、パーティーはまだ始まったばかり。 ディナーの後、

10 階のイル ･ バールもしくは屋上のラ ・ テラッツァ ラウンジにてゲストに

カクテルを楽しんでいただけます。 この２つのラグジュアリーなスペースの

どちらでも、 銀座を一望できる素晴らしい眺めを楽しむことができるのです。

銀座タワー最上階のオープンエアのテラス、 ラ ・ テラッツァ ラウンジは、

スタイリッシュでコンテンポラリー。 オリーブの木が繁るイタリア様式のテラスと、

銀座の風景がユニークなコントラストとなっており、 都会の喧騒を忘れて

しまいそうなリラックスした空間です。 一方、 イル ・ バールでは、 斬新な

カクテルを味わうことができます。 カジュアルながら洗練された雰囲気の中、

カクテルが並んだ漆黒のカウンターの向こうに銀座の景色が広がります。

The wedding is in full swing but the party has only begun. After the 
banquet meal, guests will head to Il Bar or La Terrazza Lounge per the 
weather forecast or the agenda, for an after-party cocktail. On the 
10th and 11th floors respectively, these luxurious locales allow for 
fantastic views as well as relaxed atmospheres. The open-air rooftop 
terrace of the Bulgari Ginza Tower, the stylish La Terrazza Lounge 
epitomizes modern design as it is, accentuated by an Italian garden 
ideal location for private parties. Alternatively, Il Bar is an excellent 
venue for Italian cocktails, and it allows a more intimate setting to 
congratulate the newlyweds. Overlooking Il Ristorante as a lofted 
lounge, its atmosphere is in the same sophisticated style as the 
restaurant, with city views that surround a stunning bar counter in 
black resin, crowned with cocktails.
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Starring Our Cuisine
最高のウエディングには最高のお料理を。 お食事は、 おふたりのゲストに対する感謝の想いと

ホスピタリティを表現する最も重要なアイテムの一つです。 ブルガリ ウエディングではエグゼクティブ

シェフ ルカ ・ ファンティンによる、 極上の美食体験をお約束します。 イタリア人シェフとして日本で

星を誇る唯一のシェフであるファンティンは、 伝統的なイタリア料理に、 コンテンポラリーで

クリエイティブな解釈を加えました。洗練されながらも居心地のいい空間で味わっていただくのは、

食材にこだわるファンティンにより厳選された、 国内外から取り寄せた新鮮な旬の食材を使った

美しいクリエイションの数々。 更にお料理を楽しんでいただくため、 ソムリエによりセレクトされた、

ビンテージワインや高級シャンパン、 スパークリングワインもご用意しております。

The ultimate wedding requires an unforgettable meal. Cuisine is an important detail to 
a wedding, a gesture of a couple’s hospitality for its guests. At Bulgari Ginza Tower, the 
creative signature dishes of Exectutive Chef Luca Fantin are one-of-a-kind gastronomic 
experiences. As the only Italian chef in Japan with a Michelin star, Chef Fantin contrives 
contemporary and gourmet renditions of authentic Italian cuisine. The restaurant, 
Il Ristorante, provides a sophisticated yet comfortable atmosphere, while the chef ’s 
creations promise quality seasonal ingredients and inspirations, both imported and local. 
To complement, our sommelier’s wine list boasts expertly selected vintages and a wide 
range of fine champagnes and Itarian sparkling wines.
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Bulgari Jewels
ウエディングの思い出の他に永遠に残るものが、あと二つ。それは愛とジュエリーです。ブルガリの

ジュエリーは、 熟達したクラフツマンシップと傑出したデザイン、 それに大胆で独特なスタイルで

世界的に知られています。 ラグジュアリーなエンゲージメント ・ リングとマリッジ ・ リングをご提案

するブルガリのブライダルコレクション 「スピガ」 には、 古代ギリシャ ・ ローマ時代から伝わる

豊穣と繁栄を象徴する “麦の穂” があしらわれ、「セルペンティ」 を飾る蛇紋石は、クレオパトラの

時代から復活のシンボルとされています。 ブルガリのエンゲージメント ・ リングをご購入いただき、

銀座タワーにて挙式されるおふたりには、 花嫁のドレス姿の総仕上げとして美しく輝くブルガリの

ダイヤモンド ・ ティアラを無償でご利用いただくサービスを行っています。

Beyond wedding day memories, two things do last forever: the love and the jewellery. 
Bulgari is renowned worldwide for its masterful jewellery making, inspired designs and a 
bold, distinctive style. Proposing an opulence of engagement and wedding rings is Bulgari’s 
Bridal Collection: with the mythical Spiga stalk of wheat pattern – representing fertility 
and prosperity in weddings since ancient Greece and Rome, or legendary Serpenti – 
encircling seduction, the jewelled serpent has symbolised renewal since Cleopatra’s time. 
For those couples that do choose a Bulgari ring when they seal their vows at the Ginza 
Tower, we offer the loan of an exquisite Bulgari tiara to adorn the bride in jewels on her 
wedding day.
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Partners in Luxury
ブルガリ ウエディングを最も洗練された最高のものにするために、 ブルガリは日本で最高峰の

ブライダルブランド、 ハツコ エンドウ ウェディングスをパートナーとして迎えました。 100 年以上の

歴史を持ち、 皇室や多数のセレブリティのウエディングを手掛けたハツコ エンドウ ウェディングスが、

その豊富な経験とクオリティの高いサービスで、 コスチュームからヘアメイクまでパーフェクトな

スタイリングをご提案いたします。そして、ラグジュアリーなウエディングに必要な様々なこだわりの

ディテール。 ブルガリでは、 今最も注目されているフラワー ・ アーティスト達による様々な装花や

ブーケ、 著名なイタリア人デザイナー アントニオ ・ リーヴァ（Antonio Riva） がデザインした

エクスクルーシヴなドレスなど、 おふたりの特別な一日のための様々な演出をご用意しております。

Bulgari hand-selected Hatsuko Endo Weddings as its trusted wedding event partner, 
with an expert level of experience and care that can provide dress, hair and make-up 
services to ensure smooth wedding day preparations. With over 100 years of experience, 
Hatsuko Endo has built a relationship with the Japanese Imperial family that has lent it a 
beautiful reputation. It is the small details that refine a wedding into a luxury experience, 
from the decoration to the dress. Bulgari works with various floral artists and styles, 
to personalise the day, and even offers an exclusive wedding dress by renowned Italian 
designer Antonio Riva.
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Chocolate Gems
とびきり甘い夜のしめくくりには、 贅沢なブルガリのチョコレート ・ ジェムズ（宝石）はいかが？

最高の素材を用いたジュエリー製作に定評のあるブルガリですが、 チョコレートも例外では

ありません。 一つ一つハンドメイドされるチョコレートは、 斬新でコンテンポラリーな味の出会いが

素晴らしいハーモニーを奏で、 イタリアの気品を漂わせます。 スウィートとビターのパーフェクトな

バランスを実現したチョコレートは、 銀座タワー内の工房にてショコラティエによって伝統的な

技法により作られています。 まるでジュエリーのようにガラスのケースに収められたこの

エクスクルーシヴなコレクションは、 ゲストの舌だけでなく、 目をも楽しませてくれることでしょう。

ボックスにはウエディングの日付と、 お二人のお名前をお入れすることができます。

チョコレートの味とクオリティにこだわる日本で生まれた、 チョコレート ・ ジェムズ。 特別な日を

しめくくるための、 スペシャルなギフトです。

To end your wedding day on the sweetest note, Bulgari offers “Chocolate Gems” as an 
optional wedding favour for your guests – customisable with wedding date and names 
on its elegant box. Master of gemstones, Bulgari is known to work with the finest of 
materials, and Bulgari artisanal chocolate is no exception. Each hand-crafted chocolate 
gem has unexpected, complementary flavours that harmonize together to exalt the 
aromas of Italy. Artful pairings strike a perfect balance between sweet and bitter – using 
traditional chocolatier techniques designed in the Ginza chocolate laboratory. Bulgari’s 
exclusive line of artisanal delicacies is displayed like jewels in a glass case, as these 
luxury chocolates are treats for both the palate and the eyes. Japan boasts a particularly 
discriminating clientele of chocolate connoisseurs, and Bulgari gems are deliciously 
considered to be top tier.
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Honeymoon
ウエディングの仕上げには、 ブルガリ ・ リゾートへのハネムーンはいかがでしょう。

ブルガリがご提案するのは、 インドネシアのバリ島、 イタリア ・ ミラノ、 そしてイギリスはロンドンに

ある５ツ星のブルガリ ・ リゾートへのロマンティックなハネムーン。 青い海と白い砂、 手付かずの

自然が残るバリ島でエキゾチックなパラダイスを満喫するのも、 ミラノの歴史的建造物に囲まれた

オアシスで静寂に身を置くのも思いのまま。 もしくはロンドンで街の喧騒を味わいつつ、 エレガントな

空間の中でアットホームな気分に浸ってお過ごしいただけます。

The icing on the cake is, of course, the honeymoon that follows the wedding day. Bulgari 
offers romantic honeymoon getaways in Bali, Indonesia, in Milan, Italy and in London, 
England, at its 5-star luxury resorts. At the tropical Bulgari Resort in Bali, newlyweds can 
immerse themselves into an exotic paradise of ocean waves, white sand and unspoilt 
nature as they hide away from the rest of the world. Or they may seclude themselves 
amidst the serenity of the renovated palazzo of the Bulgari Resort in Milan, a historical 
oasis that acts as a fitting end to the complete Italian wedding. For the thrill of the city, a 
couple can end an elegant wedding at the Bulgari London Hotel, offering every amenity 
and comfort amidst a sophisticated atmosphere of refined beauty.
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CONTACT INFORMATION

ハツコ エンドウ ウェディングス

電話番号 ： 03-6228-6034

営業時間 ： 11:00 − 19:00

Hatsuko Endo Weddings

TEL 03-6228-6034

11:00am − 7:00pm

BHR_weddingpumphlet.indd   24 14/08/28   20:00


