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【社外秘】 

式場名 大宮 サンパレス （教会式 通常 Ver） 

編成・衣装 牧師・奏者・聖歌隊 各 1 名ずつ 計 3 名 ベージュロングガウン（貸出） 

集合場所 JR 大宮駅東口 コージーコーナー前 

式場への入り方 
地下からのエレベーターでチャペルへ 

※2階事務所へ行き、会社名とメンバーの体温を用紙に記入し、「検温表入れ」へ。 

チャペル ６階（最上階） 

更衣室 ６階チャペル内新郎側の側面バックヤード 衣装もここにあります 

リハーサル 

※聖歌隊 1 名のため奏者もリハーサルのご説明をします※ 

基本的には 1 時間前に新郎新婦とお父様とでチャペルで行います。事前にリハーサルが終了している場合も

あるので要確認。リハーサル前に祭壇上のツリー型キャンドルとバージンロードのキャンドルに点火。 

迎賓 

MDを流し、奏者と聖歌隊が 2名でご案内します。 

迎賓が終わったらバージンロードのポールを新婦側座席後方に移動させます。 

迎賓 MD の曲目、カノン・アヴェマリア（グノー）・めぐり逢い・アメージンググレイスの順です。 

楽器付き教会式の迎賓 MD と楽曲は同じですが、音源が違います。 

必ず「楽器なし」と書いてある方の MD を流してください。 

挙式開始の合図 
奏者へ会場スタッフの方がチャペル後方新郎側の扉より合図を出してくださいます。 

合図後、奏者が携帯電話や写真撮影（撮影はお席からＯＫ）のアナウンスをしてからスタート。 

新郎入場 

 

あり 

聖歌隊→新郎→牧師の順 

聖歌隊先導入場あり 

（キャンドルを持つ） 

※ただしお手伝いのお子様が先導される場

合は、聖歌隊・牧師の入場は無し、 

板付きスタンバイ 

讃美歌４２９番 

愛の御神 

 138  

（1 番のみ・暗譜） 

新婦入場 

婚礼の合唱/ワーグナー ２５ オルガンのみ 中なし 

前奏→A→E→（F） 

※Fは新郎新婦の進み具合によってはカットしてもＯＫ 

新郎新婦の様子と一緒に入る演奏者を見て 

臨機応変に演奏してください。 

※VD有の場合、お母様のお席到着を待たず、

新婦とお父様の入場準備ができたら 

奏者へ合図を出してください。 

曲が変わったら新婦と父に歩き出してもらう。 

 

普通の歩き方で入場 

ユニティキャンドル 奏者おまかせ ※お客様は着席 

聖書朗読＆説教 奏者おまかせ 

誓約 BGMなし ※新郎新婦は向い合って手を取り合う 聖歌隊がブーケと手袋を預かる。ブーケスタンド有。 

結婚宣言 BGMなし ※参列者の方を振り向かずに牧師の方を向いたまま 

指輪交換 

ベールアップ・キス 

結婚証明書署名 

 

シューベルト/アヴェマリア   8   

独唱 

※証明書署名が無い場合はカットバージョンで演奏 

（Gebet zu dir hinwehen から最後の Ave Mariaに飛ぶ） 

祈祷 BGMなし 

ブーケ・手袋返却 奏者おまかせ 

祝祷 BGMなし 

讃美歌 251 3番のみ。アーメン三唱のかわりに讃美します。  130 （暗譜） 

新郎新婦退場 
結婚行進曲（歌なし） 

 20  

入れ替わり一礼 

あり 

振り返って一礼 

あり 

送賓 

 

トランペットヴォランタリー 38  他 

 

オルガンのみ 
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指輪・証明書 挙式後に新郎のお母様に揃えてお渡しします。会場移動の場合はスタッフの方にお渡しします。 

オルガン機種 YAMAHA PSR-E433 （基本 31、退場以降 32） 

※ペダルは、電源を入れる前に差し込んでおかないと逆ペダルになってしまうのでご注意ください 

 

 

 

 

 

 

その他諸注意 

 

・マスクは必ず白いものを着用してください 

・ユニティキャンドルでは白手袋を着用してください（聖歌隊は常時着用でも構いません） 

・その他、お客様に物の受け渡しをする際にも必ず手袋を着用して下さい 

・チャペルでお席をご案内する際、詰めて座らぬようお声がけをし、コロナ感染対策へのご協力を仰ぐよう

お願いします。 

・リハーサルは１５分以内で終わらせるようにして下さい。 

・バージンロードのポールの前には、立ち入らないでください。お客様を誘導する時は、１度ドアの外に出

てから、反対側のドアから入るようにお願いいたします。 

・お２人入場の場合は聖歌隊が先導、曲は讃美歌 429 番（ワーグナーは演奏しない）。 

・基本的にユニティキャンドルがあります。ユニティキャンドルと署名台への移動時の新郎新婦の動線に注

意してください。 

・お式の順番が他の会場とは異なるので注意して下さい。 

・証明書がない時もあります。署名は参列者の方を向いて行います。 

・チャペルムービーがある場合があるので挙式詳細をよく確認してください。 

・ユニティキャンドル以外の会場のキャンドルは挙式後は消さずに帰ります。 

・ユニティキャンドルを消す際、吹き消さないでください。司式台下にろうそく消しがあります。 

(吹き消すとチャペル正面の水が流れているガラスにロウが飛び散って汚れてしまうため) 

・式終了後に聖歌隊からゲストは写真室へお進み頂くようアナウンスをする。 

・キャンドルの火が参列者の髪の毛につくトラブルがありました。迎賓時に注意を呼び掛けて下さい。 

・お手洗い使用はお客様と同じ場所になるため、使用後は洗面台・鏡の水しぶきのふき取り、トイレットペ

ーパーを三角に折る、補充すること。常にきれいなトイレをお客様に利用して頂けるよう意識する。 

 

事前リハーサル 

注意事項 

・司式者はガウン、聖歌隊はベージュガウンを着用。 

・入場の練習の際、聖歌隊がお父様役をしてあげて下さい。 

・挙式当日のご両親への説明は迎賓時に控室で行います。 

・事前リハーサル時には指輪が届いていないため、当日指輪・リングピローの確認を控室で行って下さい。 

 

【会場図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

バックヤード 
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♪挙式終了後 

 

ピロー・証明書を誰に渡したかをを司式台に置いてある紙に記入し、 

バックヤードの机の右横の引き出しの上から 4 段目に入れて下さい。 

 

 

 

大宮サンパレス 開式のコメント例 

 

サンパレスでは新郎入場が、聖歌隊の先導で先生も一緒に入場するため、扉の外より合図が入りましたら、奏者が

皆様に開式前のご挨拶をしていただきます。 

参考例を記載いたしますので、アレンジしていただいて結構ですから、このような内容をお話下さい。 

 

 

本日はおめでとうございます。 

挙式に先立ちまして皆様にご案内申し上げます。 

 

携帯電話やアラーム付時計など、音の出るものをお持ちのお客様は、マナーモードに設定していただくか、電源を

オフにしていただきますようお願い致します。 

カメラ・ビデオをお持ちのお客様は、お席からお撮り下さい。 

ヴァージンロードのキャンドルの火に、髪や御召し物が触れぬようご注意下さい。 

 

それでは開式でございます。 

後方お入口をご覧下さい。 

  

 

その後演奏を始めてください。 
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式場名 大宮 サンパレス （教会式 楽器 Ver） 

編成・衣装 牧師・奏者・聖歌隊・楽器奏者 ベージュロングガウン（貸出） 

集合場所 JR 大宮駅東口 コージーコーナー前 

式場への入り方 
従業員用エレベーターでチャペルへ 

※2階事務所へ行き、会社名とメンバーの体温を用紙に記入し、「検温表入れ」へ。 

チャペル ６階（最上階） 

更衣室 ６階チャペル内新郎側の側面バックヤード 衣装もここにあります ※譜面台は司式台の中 

リハーサル 
基本的には 1 時間前に新郎新婦とお父様とでチャペルで行います。事前にリハーサルが終了している場合も

あるので要確認。リハーサル前に祭壇上のツリー型ｷｬﾝﾄﾞﾙとﾊﾞｰｼﾞﾝﾛｰﾄﾞのｷｬﾝﾄﾞﾙに点火。 

迎賓 

MDに合わせて楽器のみ演奏します（奏者と聖歌隊でご案内）。 

迎賓が終わったらバージンロードのポールを新婦側座席後方に移動させます。 

迎賓 MD の曲目はカノン 160 , 161 , 162 ・アヴェマリア（グノー） 158 ・めぐり逢い 166 ・

アメージンググレイス 159 の順です。 

楽器なし教会式の迎賓 MD と楽曲は同じですが、音源が違います。注意してください。 

挙式開始の合図 
奏者へ会場スタッフの方がチャペル後方新郎側の扉より合図を出してくださいます。 

合図後、奏者が携帯電話や写真撮影（撮影はお席からＯＫ）のｱﾅｳﾝｽをしてからｽﾀｰﾄ。 

新郎入場 

 

あり 

聖歌隊→新郎→牧師の順 

聖歌隊先導入場あり 

（キャンドルを持つ） 

 

※お子様お手伝い先導の場合 

通常 Ver 参考 

讃美歌４２９番 愛の御神□138  

オルガン+歌+楽器 

※お２人入場の場合はこちらを演奏 

（ワーグナーなし） 

新婦入場 

※VD 有の場合、お母様のお席到着を

待たず、新婦とお父様の入場準備がで

きたら奏者へ合図を出してください。 

曲が変わったら新婦と父に歩き出して

もらうかたちです。 

普通の歩き方で入場 

婚礼の合唱/ワーグナー 25 オルガン+楽器（メロディー）  

中なし 前奏→A→E→（F） 

※Fは新郎新婦の進み具合によってはカットしてもＯＫ 
新郎新婦の様子と一緒に入る演奏者を見て 

臨機応変に演奏してください。 

ユニティキャンドル 奏者おまかせ（オルガンのみ） ※お客様は着席 

聖書朗読＆説教 奏者おまかせ（オルガンのみ） 

誓約 BGMなし ※新郎新婦は向い合って手を取り合う 聖歌隊がブーケと手袋を預かる。ブーケスタンド有。 

結婚宣言 BGMなし ※参列者の方を振り向かずに牧師の方を向いたまま 

指輪交換 

ベールアップ・キス 

結婚証明書署名 

 

シューベルト/アヴェマリア  8  

歌＋楽器＋オルガン 

※証明書署名が無い場合はカットバージョンで演奏 

（Gebet zu dir hinwehenから最後の Ave Mariaに飛ぶ） 

祈祷 BGMなし 

ブーケ・手袋返却 奏者おまかせ（オルガンのみ） 

祝祷 BGMなし 

讃美歌 251 3番のみ。アーメン三唱のかわりに讃美します。  130  歌＋楽器＋オルガン 

新郎新婦退場 
メンデルスゾーン 

結婚行進曲（楽器＋オルガン） 21  

入れ替わり一礼 

あり 

振り返って一礼 

あり 

送賓 トランペットヴォランタリー  39  オルガン＋楽器 

指輪・証明書 挙式後に新郎のお母様に揃えてお渡しします。会場移動の場合はスタッフの方にお渡しします。 

オルガン機種 YAMAHA PSR-E433 （基本 31、退場以降 32） 

※ペダルは、電源を入れる前に差し込んでおかないと逆ペダルになってしまうのでご注意ください 
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その他諸注意 

 

・マスクは必ず白いものを着用してください 

・ユニティキャンドルでは白手袋を着用してください（聖歌隊は常時着用でも構いません） 

・その他、お客様に物の受け渡しをする際にも必ず手袋を着用して下さい 

・リハーサルは１５分以内で終わらせるようにして下さい。 

・バージンロードのポールの前には、立ち入らないでください。お客様を誘導する時は、１度ドアの外に出

てから反対側のドアから入るようにお願いいたします。 

・基本的にユニティキャンドルがあります。ユニティキャンドルと署名台への移動時の新郎新婦の動線に注

意してください。 

・お式の順番が他の会場とは異なるので注意して下さい。 

・チャペルムービーがある場合があるので挙式詳細をよく確認してください。 

・ユニティキャンドル以外の会場のキャンドルは挙式後は消さずに帰ります。 

・ユニティキャンドルを消す際、ロウが周りに飛び散らないようご注意ください。 

(チャペル正面の水が流れているガラスにロウが飛び散って汚れてしまうため) 

・オルガン、MD の音がチャペル後方から鳴るため、演奏時に聞こえ辛いことがあります。音量を上げすぎ

るとお客様にとってうるさくなってしまいますので注意してください。 

・お手洗い使用はお客様と同じ場所になるため、使用後は洗面台・鏡の水しぶきのふき取り、トイレットペ

ーパーを三角に折る、補充すること。常にきれいなトイレをお客様に利用して頂けるよう意識する。 
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大宮サンパレス キリスト教会式リハーサル次第 

 

※挙式前のリハーサルは聖歌隊と奏者の 2 名でリハーサルを行います。 

（奏者はベールダウン～新婦入場/エスコートチェンジ前まで担当） 

特に奏者の方がリハーサルをする会場が少ないのでよく確認をしてからお仕事にあたってください※ 

 

 

1、 新郎入場 

①聖歌隊の後、2 メートル位間隔をあけ、続いてご入場下さい。その後に司式者が続きます。 

②一歩チャペルの中に入ったところで一度止まり、ご一礼をして下さい。 

③前まで来ましたら、段を上がらずにバージンロードの右側へ（ご両親のお席の前あたり）に移動し、新婦入場まで祭壇

の方を向いたままお待ちください。その後、司式者より新婦入場の案内がありましたら入場口の方へ向きを変え、新婦を

お迎え頂きます。 

 

2、 新婦入場（図 1） 

 ＝新郎＝ 

①新婦とお父様が座席の前から 2 列目の所まで歩いてきましたら、お父様の前に進み、お父様とご一礼をしてください。 

②お父様が新婦の手を取り新郎に託しますので、その手を左手で受け取り、新婦を引き寄せるようにして祭壇の方へ向き

直り、腕を組んで下さい。 

 

 ＝新婦とお父様、ベールダウン有りの場合お母様も＝ 

★ベールダウン有りの場合★ 

・お母様は入口〈扉の外〉でご新婦様と向い合ってお待ち下さい。扉が開きましたらご新婦様とお母様とで向い合ったま

まご一礼です。 

・お母様はドレスの中に一歩踏み込んで頂きます。ご新婦様には腰を落として頂き、お母様はベールを手前に下ろしてさ

しあげて下さい。そうしましたらご新婦様はお直り下さい。裾が乱れているようでしたら、お母様の手で直して下さい。 

・再度ご新婦様とお母様とでご一礼を交わしていただき、ご新婦様とお父様で祭壇の方を向いて腕を組んでいただきます。 

・お母様は新婦の左側を通りお客様用の扉からお席へご移動ください。 

 

①祭壇に向かって右側がお父様、左側がご新婦様になるように正面を向いてお父様と腕を組んで下さい。 

②扉が開いたら一歩チャペルの中に入ったところで止まってご一礼をしていただきます。 

③座席の前から 2 列目まで普通の歩き方でゆっくりとお進みいただきます。 

④まず、お父様とご新郎様で一礼を交わしてください。 

（よろしくおねがいします、の気持ちを込めて） 

（ご新郎様は、幸せにします！の気持ちを込めて） 

⑤お父様はご自分の右手でご新婦様の右手を持ち、左手を解きながらご新婦様の腰に添え、ご新郎様に託して下さい。そ

してそのまま動かずにお持ち下さい。（動くとご新婦様のドレスを踏んでしまう恐れがあるため） 

⑥お２人が祭壇の前につきましたら、お父様は祭壇に向かって左側の最前列一番内側のお席にお着き下さい。 

＝新郎・新婦＝ 

①ご新郎ご新婦様は向き直りましたら、腕を組んで祭壇までお進み下さい。 

※新郎新婦２人入場の場合は聖歌隊がお２人の前を先導して入場します。 
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3、ユニティキャンドル（図 2） 

このセレモニーは欧米のチャペル挙式や人前式で一般的に行われているもので、キャンドルに灯された炎はまさに生命が

永遠に続くことを表し、両家の心とお２人の愛と命が 1 つの炎となる感動的なセレモニーです。 

①お２人は祭壇の左にあるユニティキャンドル台の前に移動していただきます。 

②新郎新婦のお母様がお２人それぞれのお隣に並びます。 

③3 本あるキャンドルの右側に新郎のお母様、左側に新婦のお母様が火を灯します。 

④続いて新郎新婦がご自分のお母様が灯したキャンドルを持ち、中央のキャンドルに一緒に火を灯します。 

 

4、聖書朗読 

そのまま腕を組んだ姿勢で静かにお聞き下さい。 

 

5、誓約式 

①新郎は手袋を司式者に預け、新婦は聖歌隊にブーケと手袋を外して預けます。 

②お互いに向い合い、両手を重ねて見つめあいます。 

③司式者よりまずは新郎に、続いて新婦に「誓いますか？」と尋ねますので、それぞれ「はい。誓います。」と 

はっきりお答えください。 

 

6、結婚宣言 

司式者より、新郎新婦の結婚が成立したことを宣言いたします。 

 

7、指輪の交換→ベールアップ→キス→結婚証明書署名 

指輪の交換 

①お２人は向い合って下さい。 

②（新郎から新婦へ） 

左手を受け皿にして指輪を司式者から受け取ってください。 

一旦胸元に引き寄せまして、右手で指輪をつまみ、左手を新婦の手の下から添えて新婦の左手薬指に指輪を贈ってくださ

い。 

③（新婦から新郎へ） 

右手を受け皿にして指輪を受け取り、同様に新郎の左手薬指に指輪を贈ってください。利き手に持ち替えてもかまいませ

ん。 

 

ベールアップ・ウェディングキス 

①＝新婦＝ 

ベールが徐々に上がってまいりましたら、片足を一歩引き、ひざを曲げるようにして、ご新郎様がベールを上げやすいよ

う低い姿勢をおとり下さい。ベールが上がりましたら、ご新郎様のエスコートで真直ぐお立ち下さい。 

②＝新郎＝ 

ご新郎様はドレスの中に一歩踏み込んで頂き、ベールの中に親指を入れて下さい。親指をスライドさせるようにしてベー

ルをピンと張り、肩幅位の位置で待ちます。両手でベールを高く上げ、後ろまで送りこんで下さい。 

ベールを送りこみましたら、裾をきれいに整えた後、ご新郎様の両肩に手を添え起こしてさしあげて下さい。 

肩にかかっているベールを両手の甲を使って後ろに送って頂き、その流れでご新婦様の肩に両手を添え、軽く引き寄せて

ウェディングキスをして頂きます。 

キスはくちびる、ほほ、額どちらでも結構ですので、お式までにお二人でお決め下さい。 

ほほ、唇にされる場合は、ご新郎様が牧師の方に顔を傾けるようにしてあげて下さい。キスは３～５秒ほど心の中で数え

て下さい。 
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結婚証明書署 （図 3） 

①新婦が一歩下がり、新郎が前をエスコートして署名台までご移動ください。 

②新郎→新婦の順に署名していただきます。漢字でもローマ字でも構いませんが旧姓のフルネームでお願い致します。 

③署名が終わったら①と同じように腕を組み祭壇の前にご移動ください。 

 

8、お祈り 

①聖書の上に新郎の左手、その上に新婦の左手を重ねていただきます。腕は組んだままです。 

②お祈りの後、新郎は手袋を、新婦はブーケと手袋をお受け取りください。 

 

9、祝祷 

目を閉じてお祈りの姿勢をお取り下さい。 

 

10、新郎新婦退場（図 4） 

①内まわりでご参列のみなさまのほうを向いてください。 

②位置を入れ替えますので、ご新郎様は右斜め前、ご新婦様の前にご移動ください。 

ご新郎様はご新婦様の方をお向きになり、左手でご新婦様をお隣へエスコートし、並びましたら腕を組んで下さい。 

③司式者の『退場です。』の掛け声の後、お越し頂いた皆様に感謝のご一礼をしてから普通の歩き方で退場口にお進み下

さい。 

扉の外側に出ましたら、もう一度内回りで皆様の方を向いていただき、最後に感謝のご一礼をお願い致します。扉が閉ま

るまでご一礼のままでいてください。 

 

挙式のリハーサルは以上です。挙式中も司式者が小さな声でご案内致しますのでどうぞご安心ください。 

何かご質問はございませんか？（なければ）それでは本日はどうぞ宜しくお願い致します。 
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大宮サンパレスチャペルムービー 

 
☆チャペルムービーとは 

 ・新婦からのメッセージを入場前にチャペル横のスクリーンに流すものです。映像は３種類あり、お客様が選 

  びオリジナルＤＶＤを使用、ＤＶＤは挙式後新郎新婦へ渡されます 

  上映時間は１分～２分ほどの予定ですが毎回異なるので気をつけてください。 

 『永遠の絆』 

  婦→両親へ 動画  

  婦→両親へ 静止画 

 

 『ディア』 

  婦→郎へ  動画 

 

  以上の３種類です                          

  

                                      

☆挙式開始前の準備 

①司式台の上にある 2 つのプロジェクターの電源をリモコンで入れる             写真 1 

（プロジェクターのリモコンはシルバー（写真 1 の１番左のリモコン））             

 プロジェクターは電源が入るのに若干時間がかかります。電源が入るとランプが緑になります 

（プロジェクターは 1 時間放置すると電源が切れてしまう為試しに見た後一度電源を切って下さい） 

②ＤＶＤプレイヤー（写真 1ＭＤプレイヤー上の黒いデッキ）の電源を入れ、停止しておく 

（ＤＶＤのリモコンは黒（写真 1 の真ん中のリモコン） 

③黒い長方形の機械（写真 2）を４番にしておく 

④迎賓直前にプロジェクターの電源を入れる 

⑤挙式直前にチャペル外にあるモニターの電源を式場スタッフが 

 入れてくれることになっているが、その都度前もってスタッフに 

「挙式前にモニターの電源を入れてもらえますか」と確認する 

 

 

 

 

☆挙式中 

①新婦入場前に先生から一言 

 その間に奏者が左右のスクリーンを両方降ろす 

（スイッチは写真 3 の矢印の所です） 

②先生の話が終わりスクリーンが降りきったらＤＶＤを再生する 

（リモコンは反応が悪いのでプレイヤーで操作したほうが良い） 

③再生したらすぐに黒い長方形の機械の３番を押す    

                                            写真 2    
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ＤＶＤ上映 

 

④ 

・映像が終わると画面が白くなる。その後画面が黒くなったらすぐに黒い長方形の機械の４番を押してから DVD  

 を停止する 

・ＤＶＤの停止するのと同時にスクリーンを上げる 

  左手でスクリーンを上げるスイッチを押して右手でＤＶＤのリモコンを操作する 

 ※この時控室とチャペルの間ぐらいに立って操作して下さい（写真 3 の右端ぐらい） 

⑤④が終わるとすぐに座る 

⑥奏者が座ったら先生が新婦入場のため参列者を立たせる 

 

☆挙式後 

①ＤＶＤの電源を切る  

②プロジェクターの電源を切る 

（電源を切る時は 2 回押すと切れます。プロジェクターは 

 一定時間操作が無いと文字が出てきてしまう為、挙式後は 

 必ず切って下さい）  

③外のモニターの電源を切る 

④使用した DVD はサンパレスのスタッフの方に渡す                      写真 3                                       

 

※注意事項 

 ・DVD を停止する時は 2 回押さないと最初に戻りません（１回だけだと前に停止した所から始まります） 

 

→ 


