文章
サンプル

基
本

【本人と両親】

１

皆様にはお健やかにお過ごしのことと
お慶び申し上げます
このたび私たちは結婚式を挙げることになりました
この新しい第一歩を皆様といっしょに
踏み出すことができれば幸いです
つきましては感謝の気持ちを込めて
ささやかな披露宴を催したいと思いますので
ぜひご出席くださいますよう
謹んでご案内申し上げます
新郎名前

【本人】

皆様にはお健やかにお過ごしのことと
お慶び申し上げます
このたび私たちは結婚式を挙げることになりました
この新しい第一歩を皆様といっしょに
踏み出すことができれば幸いです

2

つきましては感謝の気持ちを込めて

３

ささやかな披露宴を催したいと思いますので

新婦名前

謹んでご案内申し上げます
新郎名前

謹啓 新緑の候
皆様にはますますご清栄のことと
お慶び申し上げます
さてこの度
新郎親名前 長男 新郎名前
新婦親名前 次女 新婦名前
の婚約相整い結婚式を挙げることになりました
つきましては幾久しくご懇情を賜りたく
披露旁々粗餐を差し上げたいと存じますので
ご多用中誠に恐縮ではございますが
ご光臨くださいますようご案内申し上げます 謹 白
新郎親名前

ぜひご出席くださいますよう

ご多用中誠におそれ入りますが
末永く両人を見守っていただきたく
皆様のご出席を賜りますようお願い申し上げます
新郎親名前

【両親と本人】

新郎名前

こ
ち
ら
の
文
章
に
も
で
き
ま
す

入
籍 ５
済

６

新郎名前・新婦名前 (新婦旧姓)
ご多用中誠におそれ入りますが
末永く両人を見守っていただきたく
皆様のご出席を賜りますようお願い申し上げます
新郎親名前

人
前 ９
挙
式

新郎名前

新婦名前

ご多用中誠におそれ入りますが
末永く両人を見守っていただきたく
皆様のご出席を賜りますようお願い申し上げます
新郎親名前

挙
式 13
済

14

新郎名前・新婦名前 (新婦旧姓)
ご多用中誠におそれ入りますが
末永く両人を見守っていただきたく
皆様のご出席を賜りますようお願い申し上げます

入
籍
済 17
・
出
産
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新郎名前・新婦名前 (新婦旧姓)

新郎名前

新婦名前

ご多用中誠におそれ入りますが
末永く両人を見守っていただきたく
皆様のご出席を賜りますようお願い申し上げます
新郎親名前

時
候
の
あ
い
さ
つ

１月
２月
３月
４月
５月
６月

新婦名前

皆様にはお健やかにお過ごしのことと
お慶び申し上げます
私たちは □年□月□日 □□□□□□において
結婚式を挙げてまいりました
つきましては結婚の報告をさせて頂き
感謝の気持ちを込めてささやかな披露宴を
催したいと思いますので
ぜひご出席くださいますよう
謹んでご案内申し上げます

皆様にはお健やかにお過ごしのことと
お慶び申し上げます
私たちは □年に入籍を済ませ
□年□月□日には子供も誕生し
新生活をスタートしております
つきましては今までお世話になりました皆様に
報告とご挨拶をさせていただきたく
ささやかな披露宴を催したいと存じます
おいそがしいところ誠に恐縮ではございますが
ご出席くださいますよう謹んでご案内申し上げます
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皆様にはお健やかにお過ごしのことと
お慶び申し上げます
このたび私たちは結婚式を挙げることになりました
この新しい第一歩を皆様といっしょに
踏み出すことができれば幸いです
つきましては感謝の気持ちを込めて
ささやかな披露宴を催したいと思いますので
ぜひご出席くださいますよう
謹んでご案内申し上げます
なお誠に勝手ながら
会費制とさせていただきたくお願い申し上げます
新郎名前

新婦名前

Ⓒ新春・Ⓓ初春・Ⓔ仲冬

7月

Ⓒ立春・Ⓓ梅花・Ⓔ春寒

8月

Ⓒ早春・Ⓓ春陽・Ⓔ春和

9月

Ⓒ春暖・Ⓓ春風・Ⓔ仲春

10月

Ⓒ新緑・Ⓓ薫風・Ⓔ若葉

11月

Ⓒ初夏・Ⓓ青葉・Ⓔ麦秋

12月

新婦親名前

Ⓐ新年の幕開けを迎え
Ⓑ春が待ち遠しく思われる今日このごろ
Ⓐ春の足音が感じられる今日このごろ
Ⓑ寒さの中にも春が感じられるようになりました
Ⓐ春の訪れが感じられるこのごろ
Ⓑ春風の心地よい季節となりました
Ⓐ吹く風が心地よく感じられる季節となりました
Ⓑ野に山に花があふれる季節となりました
Ⓐ若葉の爽やかな季節となりました
Ⓑ吹く風も一段とさわやかになってまいりました
Ⓐ夏の訪れを感じる今日このごろ
Ⓑさわやかな初夏の季節となりました

謹啓 新緑の候
皆様にはますますご清栄のことと
お慶び申し上げます
さてこの度
新郎親名前 長男 新郎名前
新婦親名前 次女 新婦名前
の婚約相整い結婚式を挙げることになりました
つきましては幾久しくご懇情を賜りたく
披露旁々粗餐を差し上げたいと存じますので
ご多用中誠に恐縮ではございますが
ご光臨くださいますようご案内申し上げます 謹 白
新郎親名前 新婦親名前

今までお世話になりました皆様に
結婚の報告をさせて頂き
新しい第一歩を踏み出すことができれば幸いです
おいそがしいところ誠におそれ入りますが
ご出席くださいますようお願い申し上げます
新郎名前・新婦名前 (新婦旧姓)
謹啓 新緑の候
皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます
さてこの度
新郎親名前 長男 新郎名前
新婦親名前 次女 新婦名前
の結婚式を挙げることになりました
つきましては幾久しくご懇情を賜りたく
披露旁々粗餐を差し上げたいと存じますので
ご多用中誠に恐縮ではございますが
ご光臨くださいますようご案内申し上げます 謹 白
新郎親名前 新婦親名前
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23

謹啓 新緑の候
皆様にはますますご清栄のことと
お慶び申し上げます
さてこの度
新郎親名前 長男 新郎名前
新婦親名前 次女 新婦名前
の婚約相整い結婚式を挙げることになりました
つきましては幾久しくご懇情を賜りたく
披露旁々粗餐を差し上げたいと存じますので
ご多用中誠に恐縮ではございますが
ご光臨くださいますようご案内申し上げます
なお誠に勝手ながら会費制と
させていただきたくお願い申し上げます 謹 白
新郎親名前 新婦親名前
今までお世話になりました皆様に見守られながら
新しい第一歩を踏み出すことができれば幸いです
おいそがしいところ誠におそれ入りますが
ご出席くださいますようお願い申し上げます
新郎名前 新婦名前

Ⓐ日毎に暑さが増してまいりました
Ⓑ夏の青空がまぶしいこのごろ
Ⓐ涼しい季節が待ち遠しい今日このごろ
Ⓑ秋の気配が感じられる今日このごろ
Ⓐ秋桜の花咲く季節となりました
Ⓑ秋風が心地よい季節となりました
Ⓐ秋も深まってまいりました
Ⓑ紅葉の便りが聞かれる今日このごろ
Ⓐ初雪の便りも聞かれるころ
Ⓑ冬がもうそこまで近づいてまいりました
Ⓐ年の瀬も間近になってまいりました
Ⓑ思い出の多かった本年もあと数日

長男 新郎名前

新婦親名前

次女 新婦名前

の婚約相整い結婚式を挙げることになりました
つきましては幾久しくご懇情を賜りたく
披露旁々粗餐を差し上げたいと存じますので
ご多用中誠に恐縮ではございますが
ご光臨くださいますようご案内申し上げます 謹 白
新郎親名前

新婦親名前

謹啓 新緑の候
皆様にはますますご清栄のことと
お慶び申し上げます
さてこの度
新郎親名前

８

12

Ⓒ盛夏・Ⓓ大暑・Ⓔ仲夏
Ⓒ立秋・Ⓓ晩夏・Ⓔ新涼
Ⓒ初秋・Ⓓ新秋・Ⓔ清涼
Ⓒ錦秋・Ⓓ清秋・Ⓔ仲秋
Ⓒ立冬・Ⓓ菊香・Ⓔ深秋
Ⓒ初冬・Ⓓ季冬・Ⓔ師走

長男 新郎名前

新婦親名前 次女 新婦名前
両名は入籍を済ませ
新生活をスタートいたしました
つきましては結婚の報告をさせて頂き
幾久しくご懇情を賜りたく披露旁々粗餐を
差し上げたいと存じますので
ご多用中誠に恐縮ではございますが
ご光臨くださいますようご案内申し上げます 謹 白
新郎親名前

新婦親名前

謹啓 新緑の候
皆様にはますますご清栄のことと
お慶び申し上げます
さてこの度
新郎親名前 長男 新郎名前
新婦親名前 次女 新婦名前
の婚約相整い結婚式を挙げることになりました
つきましてはご出席の皆様に
立会人となっていただき
人前結婚式並びに幾久しくご懇情を賜りたく
披露旁々粗餐を差し上げたいと存じますので
ご多用中誠に恐縮ではございますが
ご光臨くださいますようご案内申し上げます 謹 白
新郎親名前

新婦親名前

謹啓 新緑の候
皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます
さてこの度
新郎親名前 長男 新郎名前
新婦親名前 次女 新婦名前
両名は □年□月□日 □□□□□□において
結婚式を挙げてまいりました
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つきましては結婚の報告をさせて頂き
幾久しくご懇情を賜りたく
披露旁々粗餐を差し上げたいと存じますので
ご多用中誠に恐縮ではございますが
ご光臨くださいますようご案内申し上げます 謹 白
新郎親名前

20

私たちは□年に入籍を済ませ
□年□月□日には子供も誕生し
新生活をスタートしております
つきましては今までお世話になりました皆様に
報告とご挨拶をさせていただき
新しい第一歩を踏み出すことができれば幸いです
おいそがしいところ誠におそれ入りますが
ご出席くださいますようお願い申し上げます
新郎名前・新婦名前 (新婦旧姓)

新郎名前・新婦名前 (新婦旧姓)

新郎親名前

新婦名前

謹啓 新緑の候
皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます
さてこの度
新郎親名前 長男 新郎名前
新婦親名前 次女 新婦名前
両名は □年□月□日 □□□□□□において
結婚式を挙げてまいりました
つきましては幾久しくご懇情を賜りたく披露旁々粗餐を
差し上げたいと存じますので
ご多用中誠に恐縮ではございますが
15 ご光臨くださいますようご案内申し上げます
謹 白
新郎親名前 新婦親名前

新婦親名前

皆様にはお健やかにお過ごしのことと
お慶び申し上げます
このたび私たちは結婚式を挙げることになりました
この新しい第一歩を皆様といっしょに
踏み出すことができれば幸いです
つきましては感謝の気持ちを込めて
ささやかな披露宴を催したいと思いますので
ぜひご出席くださいますよう
謹んでご案内申し上げます
なお誠に勝手ながら
会費制とさせていただきたくお願い申し上げます

４

今までお世話になりました皆様に
立会人となっていただき
人前結婚式並びにささやかな披露宴を
催したいと思います
おいそがしいところ誠におそれ入りますが
ご出席くださいますようお願い申し上げます
新郎名前 新婦名前

新郎名前・新婦名前 (新婦旧姓)

ご多用中誠におそれ入りますが
末永く両人を見守っていただきたく
皆様のご出席を賜りますようお願い申し上げます

会
費 21
制
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新婦親名前

皆様にはお健やかにお過ごしのことと
お慶び申し上げます
私たちは □年に入籍を済ませ
□年□月□日には子供も誕生し
新生活をスタートしております
つきましては今までお世話になりました皆様に
報告とご挨拶をさせていただきたく
ささやかな披露宴を催したいと存じます
おいそがしいところ誠に恐縮ではございますが
ご出席くださいますよう謹んでご案内申し上げます

新郎親名前

皆様にはお健やかにお過ごしのことと
お慶び申し上げます
このたび私たちは結婚式を挙げることになりました
この新しい第一歩を皆様といっしょに
踏み出すことができれば幸いです
つきましてはご出席の皆様に
立会人となっていただき
人前結婚式並びにささやかな披露宴を
催したいと思いますので
ぜひご出席くださいますよう
謹んでご案内申し上げます
新郎名前

さてこの度

私たちは入籍を済ませ
新生活をスタートいたしました
今までお世話になりました皆様に
結婚の報告をさせて頂き
新しい第一歩を踏み出すことができれば幸いです
おいそがしいところ誠におそれ入りますが
ご出席くださいますようお願い申し上げます
新郎名前・新婦名前 (新婦旧姓)

新婦親名前

皆様にはお健やかにお過ごしのことと
お慶び申し上げます
私たちは □年□月□日 □□□□□□において
結婚式を挙げてまいりました
つきましては結婚の報告をさせて頂き
感謝の気持ちを込めてささやかな披露宴を
催したいと思いますので
ぜひご出席くださいますよう
謹んでご案内申し上げます

新郎親名前

皆様にはお健やかにお過ごしのことと
お慶び申し上げます
私たちは入籍を済ませ
新生活をスタートいたしました
つきましては結婚の報告をさせて頂き
感謝の気持ちを込めてささやかな披露宴を
催したいと思いますので
ぜひご出席くださいますよう
謹んでご案内申し上げます
新郎名前・新婦名前 (新婦旧姓)
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お慶び申し上げます

新婦親名前

謹啓 新緑の候
皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます
さてこの度
新郎親名前 長男 新郎名前
新婦親名前 次女 新婦名前
の結婚式を挙げることになりました
つきましては幾久しくご懇情を賜りたく
披露旁々粗餐を差し上げたいと存じますので
ご多用中誠に恐縮ではございますが
謹 白
７ ご光臨くださいますようご案内申し上げます
新郎親名前 新婦親名前

新婦親名前

皆様にはお健やかにお過ごしのことと
お慶び申し上げます
このたび私たちは結婚式を挙げることになりました
この新しい第一歩を皆様といっしょに
踏み出すことができれば幸いです
つきましてはご出席の皆様に
立会人となっていただき
人前結婚式並びにささやかな披露宴を
催したいと思いますので
ぜひご出席くださいますよう
謹んでご案内申し上げます

謹啓 新緑の候
皆様にはますますご清栄のことと

今までお世話になりました皆様に見守られながら
新しい第一歩を踏み出すことができれば幸いです
おいそがしいところ誠におそれ入りますが
ご出席くださいますようお願い申し上げます

新婦名前

新婦親名前

皆様にはお健やかにお過ごしのことと
お慶び申し上げます
私たちは入籍を済ませ
新生活をスタートいたしました
つきましては結婚の報告をさせて頂き
感謝の気持ちを込めてささやかな披露宴を
催したいと思いますので
ぜひご出席くださいますよう
謹んでご案内申し上げます

【両親】

謹啓 新緑の候
皆様にはますますご清栄のことと
お慶び申し上げます
さてこの度
新郎親名前 長男 新郎名前
新婦親名前 次女 新婦名前
両名は□年に入籍を済ませ
□年□月□日には子供も誕生し
新生活をスタートしております
つきましては幾久しくご懇情を賜りたく
披露旁々粗餐を
差し上げたいと存じますので
ご多用中誠に恐縮ではございますが
ご光臨くださいますようご案内申し上げます 謹 白
新郎親名前
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新婦親名前

新婦親名前

謹啓 新緑の候
皆様にはますますご清栄のことと
お慶び申し上げます
さてこの度
新郎親名前 長男 新郎名前
新婦親名前 次女 新婦名前
の婚約相整い結婚式を挙げることになりました
つきましては幾久しくご懇情を賜りたく
披露旁々粗餐を差し上げたいと存じますので
ご多用中誠に恐縮ではございますが
ご光臨くださいますようご案内申し上げます
なお誠に勝手ながら会費制と
させていただきたくお願い申し上げます 謹 白
新郎親名前

新婦親名前

