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ようこそ、フィリピンリゾートへ

Mabuhay !  

自分好みの装飾やカラーに拘れる。１日１組が基本
なので、他カップルとのバッティングや撮影ポイン
トの空き待ちなどはほとんどありません。

リーズナブル

贅沢なホテルウエディングの夢が、日本や他国に比
べてリーズナブルに叶う。有名ブランドホテルから
個性的・アットホームなプチリゾートまで。

日本から近い

オリジナリティ

忙しいご友人、長時間のフライトが苦手なご親戚や
お子様も参加しやすいですね。旅行費用・現地滞在
費も他国のリゾート地にくらべお安めなのも嬉しい。

Why Cebu?  

日本－セブ 直行便で約４時間半

その他、マニラ・ソウル・台湾・香港経由など
アクセス方法が豊富なのも魅力的。



ゲストも楽しい フィリピンリゾート

カップルはもちろん、ゲストにとっても楽しみになるトラベル。
ふたりのウエディングをきっかけにフィリピンを訪れ、虜になって再び訪れるリピーターがたくさん。

世界中のダイバーを魅了するフィリピン
の海。ほんの少し沖に出ただけで、魚影
の濃い豊かな海が広がっており、シュノ
ーケリングでも充分に楽しむことができ
ます。１番人気のアクティビティは、沖
合の島々を訪れるアイランドホッピング
＆シュノーケルツアー。バンカーボート
と呼ばれるフィリピンの船は、揺れにく
い構造と吹き抜ける潮風の気持ちよさで
船酔いしにくいのがポイント。体験ダイ
ビングに挑戦してみるのもＧＲＥＡＴ！
泳げなくてもイロイロ楽しめます。

グルメ

観光＆
ショッピング

マリン
アクティビティ

ナイトライフ

癒し

セブシティはとても大きな都市。スペイ
ン統治時代の歴史ある教会や記念碑を見
学したあとには、巨大なショッピングモ
ールでのお買物がお勧め。アメリカやア
ジアなどのカジュアルブランドの他、日
本でも活躍する激安かわいいワンピやサ
ンダルなどが充実しており、爆買いの日
本人女子（男子も・・・）が急増中。ス
ーパーマーケットでばらまき土産やお菓
子を探すのも楽しい。ココナッツやパパ
イヤの天然石鹸、シャンプーなどのロー
カルコスメも人気があります。

実はグルメが充実しているセブ＆ボラカ
イ。本格的なスペイン・イタリアンの名
店がいくつもあり、地中海にフレンチ、
アメリカ系ハンバーガー＆パンケーキ系
をはじめ、タイ・マレーシアなどのアジ
ア系料理、シーフードや地元フィリピン
料理も楽しめる。セブシティ近郊には日
本人オーナーの居酒屋をはじめとした和
食レストランも充実。日本と変わらない
味のおつまみの他、ローカルのお魚のお
刺身・マンゴーを使ったお寿司などの変
わり種も美味！

セブシティ近郊にはローカルや世界各国
からの留学生が集まるバーやナイトクラ
ブが多くありますが、観光客にはカジノ
やニューハーフショーなどの遊びが人気。
ボラカイやボホールのとあるビーチには
海沿いにお店が集まっており、ビーチが
そのままナイトクラブのような雰囲気に。
本場のフィリピンパブに行ってみたいと
いうリクエストも少なくない。ほとんど
はスナックのような感じのお店で、明る
くフレンドリーなフィリピン女子との会
話やカラオケが楽しめます。

フィリピンリゾートを楽しむうえで欠か
せないのが、マッサージやエステなどの
リラクゼーション。ビーチでおばちゃん
にやってもらう格安マッサージから、本
格的な設備の高級スパまで選択肢の幅が
広い。最近は６０分５００円ほどのチェ
ーン系のタイマッサージが流行していま
す。中級以上のお店ではフェイシャルエ
ステ、ネイル、ヘアケアなどの美容トリ
ートメントが、日本では考えられない価
格で受けられるのが魅力的。旅行期間中、
毎日通う人も少なくないのです。

Have 
Fun !



Cebu Wedding Model Plan

海外ウエディングツアーって、どんな感じになるの？ セブ島の場合の標準的なモデルプランをご案内いたします。

DAY 1

いよいよ待ち望んだ日がやってきました。コーディネーターとの打ち合わせ後、

気が付けば、メイクや撮影のクルーに囲まれお部屋内は大混雑！いろいろなこと

が急に心配になったり気持ちが高ぶったりして落ち着かないけれど、心配しなく

ても大丈夫！ゆっくり時間の流れる南国ウエディング、自分のペースで進めて。

ヘアメイクとお着替えがすみ、お部屋内での撮影後、ビーチフォトツアー。暑さ

と緊張で顔がこわばってしまうこともあるけれど、カメラマンやスタッフがうま

くのせます！

フォトツアーのあとはお部屋に戻り、ひとやすみしたらいよいよ挙式会場へ。愛

を誓いを交わし大切な人たちに祝福され、深い感動に包まれます。余韻が覚めな

いうちに開放的な雰囲気のなかで撮影した集合写真は、自然な笑顔であふれてい

ます。挙式後のパーティは、バンケットスタイル、カジュアルなお食事会、お好

みのスタイルで。二人だけの結婚式の場合には、特別な場所での「メモリアルデ

ィナー」がお勧め。

DAY 2

DAY 4

YourDay

DAY 5

日本を出発して約４時間、あっという間に到着。親族、友人たちが
初めて顔を合わせる場合にはお食事会をセッティングしても良いで
すね。アクティブ派は早速ホテルの外に出てグルメやマッサージで
セブを堪能。ただし、旅や準備の疲れが出やすいので、早めに休ん
でほしいところ。

新郎新婦は明日に備えます。エステやスパで贅沢なお手入れをした
り、衣装合わせ、メイクリハーサル、披露宴の打ち合わせが入る場
合も。お土産の買物を済ませてしまうのもＧＯＯＤ！ゲストはそれ
ぞれが好きなことをする日。両親は市内観光ツアー、友人はゴルフ
やカジノ、ショッピングなど豊富なアクティビティを楽しむ。

今日はセブの美しい海を堪能。みんなでボートを貸切にしてアイラ
ンドホッピングやシュノーケリングに。フィリピンのボートは酔い
にくいので、海のアクティビティが苦手な方にもぜひご参加いただ
きたいですね。「こんなに綺麗な海は初めて！」と喜ばれる方も。
地上に戻ったら、買物にマッサージにディナーに大忙し！

ゲストは４泊５日での参加が最もポピュラー。家族や友人はここで
帰国となることが多い。新郎新婦は違う島やホテルに出かけるのが
良いですね。ゲストの皆様をお送りしてほっとひといきついたら、
のんびりとハネムーンを楽しみましょう。「またセブに来たい！」
とおっしゃる方がたくさん！

The Wedding Day



セブ島ウエディングの気になるご予算をご案内いたします。

※お見積例となり、日程や内容により大きく変化しますのであくまでも費用目安としてご参照ください。
※レンタル衣装は含まれておりません。

華やかなレセプション

豪華リゾートホテルにて本格的なバンケットプラン。挙式と披
露宴の装飾や演出にもこだわりました。オプションにはお支度
からビーチフォト等を加えたフル写真・動画撮影プランに、前
日リハつきヘアメイクが入っています。

総合計 1,217,000円

挙式＆生花ブーケ・装飾追加 456,000円

旅費（2人分） 220,000円

オプション 276,000円

食事・装飾（20名様） 265,000円

開放的に明るく！皆でお祝い

挙式・旅費・パーティの飲食費は抑えましたが、オプションパ
ッケージでアルバムやブーケ、ヘアメイクなどの必要なものは
しっかり入っています。パーティはカジュアルなスタイルです
が、親しい仲間と過ごす楽しいひとときに。

総合計 601,500円

挙式＆生花ブーケ 104,500円

旅費（2人分） 140,000円

オプション 237,000円

食事・装飾（20名様） 120,000円

リゾート滞在＆ふたり婚

おふたりでのセレモニーにちょうど良いサイズの会場、オーシ
ャンビューガゼボ。挙式と挙式中の撮影、ヘアメイクのみがつ
いたシンプルなプラン。

総合計 687,000円

挙式+生花ブーケ 294,000円

旅費（2人分）+メモリアルディナー 270,000円

オプション 123,000円

１

2

3



セブ・マクタン最高級の五つ星リゾート、シャングリ・ラ マクタ
ンリゾート＆スパ。マクタン島で一番美しいといわれている白砂の
プライベートビーチでは色とりどりの魚が泳いでおり、ハウスビー
チでシュノーケリングを楽しめます。祭壇の向こうに海を臨むオー
シャンパビリオンでの挙式は現地カップルにとっても憧れの場所。
ラグジュアリーで洗練されたウエディングとなることでしょう。フ
ィリピンでは珍しい室内でのお式となりますので暑さが苦手な方や
天候が心配になってしまう方も安心です。
小さなお式にお勧めなのは、海をすぐそこに感じながら愛を誓うオ
ーシャンフロントガゼボ。エレガントだけど開放的で明るい雰囲気
の会場で、ふたりだけのセレモニーにも人気です。

celebration

シャングリ・ラ マクタン リゾート＆スパ

セブ・マクタン国際空港より車で約２０分



フィリピンらしい温かなホスピタリティが高い評価を得ている、セ
ブ・マクタン屈指の五つ星リゾート、プランテーションベイリゾー
ト＆スパ。巨大なラグーンプールの上に浮かぶような白砂の島での
ウエディングがお勧め。明るく開放的な雰囲気でありながらも、長
い橋を渡って入場する花嫁の姿にはゲストの誰もが深い感動を覚え
ます。カヌーができるほどの広大なラグーンプール、緑豊かなジャ
ングルの雰囲気のプール、ウォーターフォールのプールなど、合わ
せて１６００平米ものプールが充実した世界でも珍しいタイプのテ
ーマパークリゾート。美味しいお食事が楽しめるビーチフロントの
レストランや各国のダンスを披露するテーマディナーショー、ユニ
ークなインテリアのスパなど、ホテルに籠っていても飽きません。

Celebration

セブ・マクタン国際空港より車で約２０分

プランテーションベイリゾート＆スパ



セブの老舗リゾート、コスタベラトロピカルビーチホテル。決して豪華なリゾー
トではありませんが、宿泊料金などが手頃なわりにはとても良いホテルです。こ
じんまりとはしていますがビーチや砂浜は綺麗に手入れされ、プールもふたつあ
ってのんびりとした時間が流れています。特筆すべきはオーシャンビュールーフ
でのウエディング。この景色を貸切にできる会場はなかなか他にはありません。
もちろん、オンザビーチでのお式も可能です。歴史とともに老朽化しておりまし
たが、現在はリノベーションも行い、シービュースイート、コーナースイートと
いったタイプのお部屋も素敵です。celebration

マクタン島の中でも老舗のホテルとなり「スキューバダイバーのための安宿」と
いうイメージが長年ありましたが、２０１４年、リゾートホテルとしてリニュー
アルオープンしました。ホワイトをモチーフとしたインテリアで明るい印象とな
り、オーシャンビューのプール、レストランはモダンな雰囲気のヨーロピアンテ
イスト。ビーチも整備され、満潮の時には綺麗に見えることから、価格重視のカ
ップルにも人気が出てきました。スタンダードのお部屋は１５平米と狭いため、

デラックス以上をお勧めいたします。 celebration

コスタベラ トロピカル ビーチリゾート

セブ・マクタン国際空港より車で約２０分

パシフックセブリゾート

セブ・マクタン国際空港より車で約３０分



セブ・マクタン国際空港より車で約２０分
モーベンピックセブ

ブルーウオーターマリバゴ

セブ・マクタン国際空港より車で約２０分

セブ・マクタン国際空港より車で約２０分

便利な立地とコストパフォーマンスの良さ、フィリピンらしい温かな
ホスピタリティに高い評価があり、リピーターも数多く存在するセブ
の代表的なカジュアルリゾートです。ビーチは引き潮の時には遠浅と
なり泳ぐのには適しませんが、砂浜は白砂で綺麗です。昔から日本人
に親しまれてきた歴史のあるホテルですが、客室もリノベーションさ
れて快適に。挙式はプライベートビーチにて。人数により沖合の小さ
な島での挙式＆パーティも可能です。celebration

以前はヒルトン・セブとして有名でしたが、現在はスイスの名門ホテ
ルグループ、モーベンピックが運営しています。ホワイトと明るいブ
ルーを基調としたパステルカラーのインテリア、モダンな雰囲気は「
ここはアジアなの？」と不思議に思ってしまうほど。若い客層に人気
のあるホテルです。プール、ビーチはコンパクトにまとまっておりよ
く手入れされています。挙式はビーチをすぐそこに眺めながらのガー
デンガゼボにて。居合わせたゲストにもお祝いされることでしょう。celebration



Love Cebu

セブ・マクタン
空港より車で20

分程度

Your day

シャトーバイザシー

２０１５年にオープンした、結婚式・イベント専門会場です。オーシ
ャンビューを楽しめるガラス張りの室内パビリオンから、少人数の挙
式にふさわしいガゼボや桟橋など、さほど広くない敷地ながらも選択
の幅が広いです。数室ですが、宿泊できるお部屋があり、ホテルには
ない民宿のようなアットホームなステイを楽しむこともできます。大
きな道路に面しているので外出に不便は感じません。他の大きなグル
ープとのバッティングがないようにアレンジすることが大事です。

クリムゾンリゾート＆スパ

セブとボラカイ、マニラに展開するクリムゾンリゾート＆スパ。ロビ
ーが高い場所に位置しており、そこからのプール＆オーシャビューは
ドラマティックでさえあります。ゆったりとした造りのデラックスル
ームからプライベートプールの付いたヴィラタイプまでお部屋の種類
も豊富。ビーチは広くはなく岩が多いエリアですが、シュノーケリン
グが楽しめます。挙式は海を臨むオーシャンビューガーデンにて。砂
浜エリアでのパーティは地元の人にも人気です。

隠れ家リゾートホテル
シティホテル
ゲストハウス
クルーズウエディング
レストランウエディング

ここでご紹介しきれない
多彩な会場ラインナップがございます



ロケーション、イメージも思いのままに・・・

挙式後のお祝い、レセプションパーティ。おふたりだけのメモリアルディナー
から親しい方がたとのお食事会、日本の披露宴のような盛大なパーティまで、
幅広いアレンジメントが可能です。南国ウエディングの人気スタイルはやはり
ビーチやテラスなど屋外でのパーティです。お料理のみならず、卓上装飾や照
明についてもこだわります。

パーティスタイル

撮影地：ブルーウオータマリバゴ、ボラカイディスカバリショア、ボホールビーチクラブ、シャングリ・ラマクタン



Boracay Island

フィリピンのボラカイ島を
ご存じでしょうか。

日本人にはあまりなじみがありませんが、フィリピン屈指のリゾート
アイランドです。ボラカイ島でも挙式やパーティが可能ですが、セブ
での挙式後にふたりでハネムーンで訪れる方も増えてきました。「こ
れぞパーティアイランド！」というような賑やかなエリアと、まるで
１島１リゾートであるかのような贅沢で静かな滞在を楽しめるエリア
と、小さな島ながらいろいろな要望に応えてくれる島です。

日本－マニラ（またはセブ）へ
直行便で約４時間

ＳＴＡＴＩＯＮ１～３は「ボラカイ銀座」と呼ばれる
メインエリア。約４キロ続く白砂の「ホワイトビーチ」
は世界的に有名な綺麗なビーチです。ビーチ沿いには
ホテル、レストラン、バー、ショップがずらりと立ち
並び、徒歩で気軽に散策を楽しめます。
いっぽう、シャングリ・ラ、モーベンピック、クリム
ゾンといったリゾートはプライベートに近いビーチに
位置し、ラグジュアリーなお部屋やエレガントなレス
トラン、本格的なスパなどの設備を有し、ハネムーン
にふさわしい優雅な滞在を楽しむことができます。ホ
ワイトビーチまではシャトルで20分程度でアクセスで
きるので、夜遊びやショッピングにも困りません。

マニラまたはセブより
国内線にて約1時間

空港よりボート+車で20分程度

+



シャングリ・ラ
ボラカイ リゾート＆スパ

ボラカイ島のなかで、そして、シャングリラホテルズのなかでもひ
ときわ豪華なリゾートです。パーティアイランド・ボラカイの中心
地、ホワイトサンドビーチまでは車で約２０分となりますので夜遊
びしたい方には向きませんが、喧騒から離れた大自然のなか、美し
いふたつのプライベートビーチや広々とした客室、７つのレストラ
ンやバーなどフィリピンとは思えないラグジュアリーなステイをご
堪能いただけます。挙式はビーチ（時期により制限があります）ま
たはオーシャンビューガゼボ、ガーデンにて。

著名なホワイトサンドビーチの端に位置しますので、夜遊びやお食
事に便利ながらも騒がしすぎない環境のリゾートホテル。ボラカイ
島では数年で続々と新しいモダンなホテルが誕生しましたが、ここ
フライデーズはかなりの老舗となります。受け継がれてきたホスピ
タリティや南国らしいインテリアの居心地の良さで、「ボラカイ行
くならフライデーズ」というリピーターが多いのも納得です。お式
とパーティはホテル前のビーチにて。通りすがりの方に祝福される
明るいお式となることでしょう。

ディスカバリーショアーズ
リゾート＆スパ ボラカイ

ステーション１に位置し、ホワイトビーチのなかでもひときわ美し
い、砂糖のような白砂のビーチに面しています。ビーチビューの大
きなプールやロフトタイプの広々としたスイートルーム、優雅なス
パやビーチバーなど、ツーリスト望むいろいろな要素が充実してお
り、ボラカイ名物とも言える夜遊びやグルメを充分に堪能できるロ
ケーションも嬉しいポイント。トラベルレジャー誌やトリップアド
バイザーなどで数々の賞を受賞した、フィリピン経営ながらも一流
のハード・ソフトサービスを提供するリゾートです。

フライデーズ
ボラカイ

Love Boracay

ボラカイ島

クリムゾンリゾート＆スパ
ボラカイ

シャングリ・ラやモーベンピックのように、リゾート地セブ島でホ
テルを展開していたグループのひとつ、クリムゾンがボラカイ島に
も五つ星リゾートをオープンします。高台に位置するロビーやパビ
リオンからの眺めが素晴らしく、プライベートプール付のヴィラな
ど客室も豪華な造りとなります。フィリピンリゾートでの挙式はほ
とんどが屋外で行われますが、こちらは３０名様ほどが収納可能な
オーシャンビューパビリオンを有し、空調の整った室内でチャペル
形式での挙式が可能です。

Your day



ボホール島

テレビなどで紹介されることも多くなったボホール島。
チョコレートヒルズやリバークルーズなどの山・森系の
大自然が紹介されることが多く、セブ島からの日帰りツ
アーも人気です。ですが、やはり一番のみどころはダイ
バー憧れの魚影豊かな海が広がる、パングラオ島のビー
チリゾート。２０１９年には新空港も完成し、１０分足
らずでリゾートへアクセスが可能になり、今後ますます
注目されるエリアとなることでしょう。民宿から豪華リ
ゾートまで宿泊タイプの幅も広く、ウエディングやハネ
ムーンにもぴったりのデスティネーションです。

+
日本－マニラ（またはセブ）へ

直行便で約４時間

マニラより国内線（飛行機）にて
約1時間

セブからは高速船で約２時間

Bohol Island



Love BoHol

ボホール島
スミロン島

スミロンブルーウオーター
アイランドリゾート

マクタン国際空港から車で約３時間半、少し移動時間が長くなりま
すが、セブでは珍しい１島１リゾートとなります。セブの離島の中
でも特に美しいといわれる海洋保護区が目の前に広がり、ジンベイ
ザメと泳げることで有名なポイントへもすぐ。客室はヴィラ、ファ
ミリータイプの他にキャンプのような気分味わえるテントタイプの
ユニークなものもあります。ネイチャーリゾートの良さとホテルス
テイの快適さを併せ持つ、貴重なリゾートでの特別な日を。挙式は
ホテル敷地内、ビーチやガーデンにて執り行います。

Your day

ボホールビーチクラブ ボホール ザ・ベルビューリゾート

ブルーとブラウンのインテリアを基調とした、エレガントな雰囲気
の五つ星ホテルです。ビルディングタイプの客室はほとんどがオー
シャンビューでゆったりとした造りになっています。白砂のプライ
ベートビーチ、オンザビーチのプール、美味しいお食事やお酒が楽
しめるレストラン、癒しのスパなど、リゾートに求める条件が綺麗
にコンパクトにまとまっており、日本語の分かるスタッフもいるの
で安心感も高いです。挙式はビーチ、またはホテル最上階に位置す

るバンケットルームにて。

これほど広く美しいプライベートビーチを持つリゾートはなかなか
ありません。眩しいほどの白い砂、ビーチを眺めるインフィニティ
プール、椰子が揺れ緑豊かなガーデンに佇むヴィラやスパなど、ど
こをとっても絵葉書のような美しさ。お勧めの客室はビーチフロン
トタイプ。お部屋から出てすぐにビーチに行くことのできる環境の
お部屋に、そう高くはない料金で宿泊できるのも魅力的です。ビー
チでの挙式やパーティはフィリピンの富裕層や欧米のカップルにも
人気です。日本人スタッフがいるのも安心感がありますね。

小規模なプチホテルが多いアロナビーチの中で、４００室を超える
大型のリゾートです。ヴィラタイプのお部屋もあるので、ビルディ
ングホテルが好みでない方はこちらをどうぞ。スクエアのお洒落な
大型プールが昼も夜も素敵な雰囲気を醸し出します。アロナビーチ
に面していますので、飲み歩きやちょっとした買い物にも便利。挙
式は、フィリピンでは珍しくオーシャンビューの室内パビリオンに
てチャペル形式の挙式が可能です。少人数の場合にはオンザビーチ
のテラスでのパーティがお勧め。

ヘナンリゾートアロナビーチ





実際の先輩カップルのフォトギャラリーです

写真集



Optional Service オプション

南国ウエディングにふさわしい運命の
１着を！セブ島には日本人経営のレン
タル衣装サロンがあります。また、セ
ブ・ボホール・ボラカイ島の各ウエデ
ィング会場は、ほとんどのところで

衣装のお持込が可能

です。国内提携店などでオーダー購入
またはレンタルしたものをご持参いた
だけます。

海外までお祝いに来てくれたゲストへ
オリジナルのプチギフトをプレゼント
しましょう。品物の選定・予算など現
地精通のスタッフがきめ細かい相談に
乗ります。また、売上の一部はセブ島
の恵まれない子供達への寄付とさせて
いただきます。

Gift

Dress



Optional Service オプション ブライダルフラワー＆ケーキ

脇役だけどちょっとこだわりたいブライダルブーケ。プルメリアやガーベラのかわいらしいブーケやオーキッド・カサブランカのエレガントな
ブーケ。シンプルなローズのブーケも美しい。お揃いの花冠をアレンジしたり、ゲストにネックレスをプレゼントするのもグッドアイデア。

ケーキカットは写真にも残るウエディングの大切なワンシーン。南国らしいデザインケーキはいかが？ユニークなデザインやカップ
ルによるデザインももちろんＯＫ！ケーキトップには生花を飾っても、ふたりの思い出や趣味に関する小物をアレンジするのも素敵ですね。
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エリスブライダル株式会社
info@cebuwedding.jp

セブウエディング公式サイト（エリスブライダル）をチェックしてみよう！

http://cebuwedding.jp

お問い合わせ・お申込みは

※商品やサービスは予告なく変更となる場合がございます。また全ての写真はイメージ写真となります。

mailto:info@cebuwedding.jp

