PRESS RELEASE
＜報道関係各位＞

2018年6月15日
株式会社グッドラック・コーポレーション

＜１日２組限定＞宮古島で紡ぐ時間、ありのままの贅沢ウエディング
“音”と“香り”から選ぶ、シギラビーチを臨む絶景チャペル
『奏の教会』『葵の教会』が 2019 年 1月5日（土） 同時オープン！
～2018 年６月30日（土）より直営サロンにて先行販売開始～
海外・国内リゾートウエディングの企画・運営を手がける株式会社グッドラック・コーポレーション（本社：東京都品川区 代表
取締役：堀田和宣）の自社ブランド「アールイズ・ウエディング」において、日常のすべてから解き放たれる沖縄最大級のリゾ
ート「シギラリゾート」内に『奏の教会』と『葵の教会』が 2019年１月5日（土）に同時オープンいたします。
（特設サイトURL：https://www.arluis.com/fair/miyako_lp/）

＜奏の教会(かなでのきょうかい)＞

＜葵の教会(あおいのきょうかい)＞

沖縄本島からさらに南西300km離れた宮古島。サンゴが隆起してできた島々には人々を魅了する透明の天然ビーチが広がりま
す。その島の南岸、海岸線に沿って広がる約100万坪の敷地に日常のすべてから解き放たれるリゾートステイの楽園・シギラ
リゾート。２つのチャペル「奏の教会」と「葵の教会」は、そんなシギラリゾート内のシギラビーチが目の前に広がる絶景の
ロケーションに位置します。
ここでは、美しい海と雄大な自然に囲まれ、ゆるやかな時間が流れる宮古島で紡ぐ、ありのままの贅沢ウエディング“Slow＆
Luxe”をコンセプトに時を忘れて、ありのままのふたりで、もっと自由に贅沢にお過ごしいただく“宮古島ウエディング”をご
提供いたします。

《宮古島ウエディングの魅力》
■
■
■
■
■
■

ダイバーが恋する“宮古ブルー”が広がる、世界屈指の透明度を誇る美しい海に囲まれた絶景のロケーション
青い海と空、豊かな自然に包まれてゆったりと穏やかに過ごす非日常の贅沢時間
海のすぐそば、宮古島の“音”と“香り”から選べる２つのチャペル
１日２組限定！宮古島に流れる、穏やかな時間に合わせた贅沢ウエディング
宮古島初！！ “挙式翌日”に島時間を感じながらの「贅沢トリップフォト」
より自由に贅沢な選択を、選べるパーティスタイル

POINT①

宮古島の“音”と“香り”から選べる、２つのチャペル

～より記憶に残る挙式に～という想いのもと、五感を通して“音”で感じる『奏の教会』と“香り”で感じる『葵の教会』

《「奏の教会」概要》
奏でる“音”にこだわり、優しさと温かさに包まれて南国らしい穏やかな時間が流れる挙式。
木目を基調とした、温もりある空間に南国の鮮やかなグリーンが彩られた内観は、宮古島の
自然や優しさを感じるデザインです。
チャペル名称
：奏の教会
所在地
：沖縄県宮古島市上野字新里1405-212
場所
：シギラリゾート内
収容人数（挙式）
：21 名
収容人数（バンケット）：38 名
バージンロード
：約7m
音楽
：電子オルガン＆シンガー
挙式可能日
：12/31～1/2及び施設の特別行事日を除く毎日
※2019年は1/5より可能
挙式時間枠
：11:30/15:30

《「葵の教会」概要》
南国らしいハイビスカスの“香り”に包まれて、どこよりも海に近いチャペルで誓う挙式。
清らかな純白を基調とした、洗練された空間に柔らかなグリーンが彩られた内観は、ウエ
ディングらしいクラシカルな雰囲気を感じるデザインです。
チャペル名称
：葵の教会
所在地
：沖縄県宮古島市上野字新里1405-214
場所
：シギラリゾート内
収容人数（挙式）
：27 名
収容人数（バンケット）：26 名
バージンロード
：約10m
音楽
：電子オルガン＆シンガー
挙式可能日
：12/31～1/2及び施設の特別行事日を除く毎日
※2019年は1/5より可能
挙式時間枠
：10:00/14:00

POINT②

宮古島の美しさを体感する、オリジナルフォト

【挙式当日】人生最高の透明な海で残す、２つのビーチフォト
①おふたりだけで楽しむ、前浜ビーチフォト
東洋一美しいビーチと言われ、宮古島を代表する人気スポット“与那覇前浜ビーチ”
で自然美を楽しむビーチフォト。正面には来間大橋を臨む、希少な絶景という感動
的な舞台で、贅沢な撮影時間をお楽しみいただけます。
②ゲストと楽しむ、シギラビーチフォト
挙式後はゲストと一緒に宮古島のビーチをお楽しみいただけます。チャペル前の
シギラビーチは透明度が高く、美しい白砂も魅力のひとつです。サンゴや熱帯魚も
多く、運がいいとウミガメにも出逢える幸運のビーチです。

【挙式翌日】宮古島初！挙式翌日に時間を忘れて、島の自然を巡るトリップフォト
①宮古島の「自然美」を一日かけて贅沢に楽しむ「ワンデイトリップフォト」
■撮影内容：星空/半水面ビーチ/ブーゲンビリア/サンセット
②宮古島の「自然美」を半日かけて贅沢に楽しむ「ハーフトリップフォト」
■撮影内容：半水面ビーチ/ブーゲンビリア/サンセット
③宮古島の人気スポット「砂山ビーチ」を遊び尽くす「ショートトリップフォト」
■撮影内容：砂山ビーチ/ブーゲンビリア

POINT③

“宮古島らしさ”のおもてなし、選べるパーティスタイル

宮古島の自然や美味しい食材を楽しめるよう、様々なスタイルのウエディングパーティをご提案します。

【PARTY STYLE】
①オーシャンテントパーティ
海が臨める屋外ガーデンで青空のもとフルコースもしくはカジュアルグリルの
お料理をお楽しみいただけます。
②カジュアルブッフェスタイルパーティ
リゾート内にあるレストランを貸し切り、プライベートな空間で大切なゲストと
ゆるやかにお過ごしいただけるブッフェスタイル料理をお楽しみいただけます。
③専用プライベートパーティ
チャペル併設のウエディングパーティ専用会場でフレンチフルコースのお料理を
お楽しみいただけます。

POINT④

日常のすべてから解き放たれる、シギラリゾート

宮古島の自然を活かした沖縄最大級のリゾートホテル
宮古島の南岸、海岸線沿いに約9km、約100万坪の広大な敷地
が広がり、6タイプのホテル、20のレストラン、ショップ、ビ
ーチ、ゴルフ場、温泉が点在。アクティビティメニューも豊富
に揃っているので、リゾート内で思いのままにお過ごしいただ
けます。

ライフスタイルや滞在ニーズに合わせたホテル選び
島内のビーチやドライブに出かけるアクティブ派、お部屋で
くつろぎ時々リゾート内を散歩というゆったり派など、旅の
ニーズは様々です。シギラリゾートには6つのタイプのホテ
ルがあり、ゲストの皆様にも滞在を楽しんでいただける幅広
いタイプのホテル選びが可能です。

ゆったりとした島時間が流れる自然豊かなリゾート
どれもこれもここでしかできない体験です。ウミガメが悠々と泳ぎ、多彩なサンゴの間を熱帯魚が優雅に泳ぐビーチ、季節
の花々が咲き誇り、小鳥たちが個性豊かにさえずるリゾートは、自然豊かで、慌ただしい日々を忘れさせてくれます。夜に
は満天の星空と波の音が眠りを誘う、まさに楽園です。

OPENING 特典
宮古島の自然に癒やされる「シギラスペシャルパスポート」をプレゼント！
挙式をご予約いただいた方に、シギラリゾートやヴィレッジ内で楽しめる、お好きなアクティビティをお二人分
プレゼント。どこまでも澄んだ海と豊かな自然に囲まれ、心躍る時間をお過ごしください。
【Aコース】
・半潜水式水中観光船
水深25mの美しい海の世界を服を着たまま海中散歩。

【Bコース】
・ディスカバリーツアー宮古島
観光ガイドには載らない、隠れたスポットをご案内。

・セグウェイビギナーコース
セグウェイを気軽に体験。広大なリゾートならではの乗り
物遊びを。

・ディスカバリーツアー伊良部島
島に住むガイドがご案内。これまでと違った伊良部島の魅力
を楽しめます。

・レンタサイクル
海と太陽を感じながら、宮古島めぐり。電動アシストで
楽々サイクリング。

・カヤックで行くシュノーケルツアー
宮古島の海の魅力を満喫できる人気のツアー

・レンタルシュノーケルセット
マスク・シュノーケル・フィン・ライフジャケットが含ま
れる。
※お二人一緒のアクティビティをお選びください。
※Aコースから１つ、Bコースから１つお選びください。
※確実なご予約には、事前予約が必要になります。
※現地打ち合わせの際にパスポートをお渡しいたします。

・シギラビーチハウス「カバナ」
テント式のカバナは一棟ずつ区切られたプライベート空間。
・感動体験シュノーケルツアー
泳ぎの苦手な方でも美しい海の中を熱帯魚と泳げます。
・感動体験カヤックツアー
水面に近く、動力を使わないので、五感で宮古島の自然を感
じることができます。
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：シギラリゾート
：株式会社ユニマットプレシャス
：東京都港区青山2-12-14
：代表取締役会長 髙橋 洋二
: 2011年3月31日
：リゾートホテルおよび諸施設の経営
ゴルフ場およびそれに関連する諸施設の経営
ゴルフ会員権の販売、仲介
マリーナの開発運営、舟艇販売
レストラン・カフェ・ショップ等の経営
：http://www.unimat-precious.co.jp/

会社概要
会 社 名
：株式会社グッドラック・コーポレーション
設 立
：2003年10月
所 在 地
：〒140-0002 東京都品川区東品川2-3-12 シーフォートスクエアセンタービル10F
代 表 者
：代表取締役 堀田和宣
事 業 内 容
：海外・国内リゾートウエディングの企画・運営
U R L
: http://www.arluis.com/
インスタグラム：https://www.instagram.com/arluiswedding/

「世界中を幸せに」を企業理念に、「アールイズ・ウエディング」というブランドで海外・国内リゾートにおける
結婚式の企画・運営事業を展開。2012年から映像・写真に特化したブランドの「グローバルピクチャーズ」を、
2014年からリゾートウエディングに特化したドレスブランドの「ウィズ ア ホワイト」も展開。高品質なサービス
・商品の開発力を強みとし、非日常的なリゾート空間でしか叶えられない最高のウエディングを、お客様へご提供
しています。
◆ 直営する婚礼会場 ◆
[ハワイ]
・ザ・モアナチャペル（モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ内）
・ザ・マカナチャペル（シェラトン・ワイキキ・リゾート内）
・ザ モダン ウエディング（ザ モダン ホノルル内）
・コオリナ ロイヤル チャペル（フォーシーズンズ リゾート オアフ アット コオリナ内）
[沖縄]
・アールイズ・スイート ～海の教会～
・白の教会（ホテル オリオン モトブ リゾート＆スパ内）
・ザ・ギノザリゾート 美らの教会
・瀬良垣島教会（ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄内）※2018年9月1日OPEN
[グアム]
・シェラトン・ラグーナ ホワイトアロウチャペル（シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾート内）
・ザ・シーサイド・スイート アット ヒルトン・グアム アクアステラチャペル
（ヒルトン・グアム・リゾート＆スパ内）
・ジュエル・バイ・ザ・シー アット ハイアット リージェンシー グアム（ハイアット リージェンシー グアム内）
※2019年１月リニューアル
・クリスタルチャペル（ホテル・ニッコー・グアム内）
・ザ レインボーチャペル (パシフィック・アイランド・クラブ グアム内)
[インドネシア・バリ]
・アールイズ・ブルーポイント・バイ・ザ・シー（ブルーポイント・ベイ・ヴィラズ＆スパ内）
・ドア・カハヤ アット ブルーヘブン（ブルーヘブン パダンパダンビーチ内）
[台湾]
・シャトー・ドゥ・フェリシテ
◆ 提携する婚礼会場 ◆
[ハワイ]
・キャルバリー・バイ・ザ・シー教会
[インドネシア・バリ]
・コンラッド インフィニティ（コンラッド・バリ内）
◆ 直営リゾートウェディング相談カウンター◆
新宿本店、横浜店、名古屋栄店、梅田店、福岡天神店、仙台店、札幌店、広島店

