
ここに載っている文例は文章を参照していただくもので、 レイアウトや書体 （フォント） はお選びいただく
表紙デザインによって異なります。 レイアウトや書体のご指定も承りますので、 お気軽にご相談ください。
但し、 本状の書体 （フォント） をご指定いただいた場合、 封筒 ・返信ハガキも同書体になります。

文例左上のコードを申込書にご記入ください。文例以外のオリジナル文でも同料金です。

「＊＊の候」と「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊この頃」には季節の言葉が入ります招待状文例
【A-21】 挙式 &披露宴 ( 親名義 ) 【A-22】 挙式＆披露宴 ( 本人名義 ) 【D-21】 入籍済 ( 親名義 ) 【D-22】 入籍済 ( 本人名義 )

【A-23】 披露宴のみ ( 親名義 ) 【A-24】 披露宴のみ ( 本人名義 ) 【D-23】 入籍済･出産後披露宴 （本人名義） 【E-21】 連名 ( 親主体 )

【B-21】 人前式＆披露宴 ( 本人名義 ) 【B-22】 人前式＆披露宴 ( 本人名義 ) 【E-22】 連名 ( 本人主体） 【E-23】 連名･入籍済 ( 本人主体）

【C-21】 後日披露宴 ( 本人名義 ) 【C-22】 後日披露宴 ( 本人名義 ) 【F-21】 会費制パーティ （本人名義） 【F-22】 会費制パーティ ( 本人名義）

謹啓 ＊＊の候 皆様にはますますご清祥のことと

お慶び申し上げます

○○ ○男 ○○ と ○○ ○女 ○○

両名は○年○月○日に入籍を済ませ

新生活を始めておりますが

このたび 結婚式を挙げることになりました

つきましては 今後ともご指導のほどお願い申し上げたく

披露かたがた小宴を催しますので

ご多用中 誠に恐縮ではございますが

なにとぞご光臨の栄を賜りますようご案内申し上げます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

謹啓 ＊＊の候 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

私ども両名は○年○月○日に入籍し

このたび結婚式を挙げることになりました

つきましては今後ともご指導のほどお願い申し上げたく

披露かたがた小宴をもうけますので

ご多用中 誠に恐縮ではございますが

ご臨席くださいますようご案内申し上げます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

謹啓 ＊＊の候 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

私ども両名は既に入籍を済ませ

新生活を始めております

○年○月○日に誕生いたしました

長男 (女 ) ○○の披露をかねて

ささやかな宴を催したいと存じます

ご多用中 誠に恐縮ではございますが

ご出席くださいますようご案内申し上げます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

＊＊の候 皆様にはご清祥のこととお慶び申し上げます
このたび ○○ ○男 ○○ と ○○ ○女 ○○

両名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

披露かたがた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

なにとぞご光臨の栄を賜りますようご案内申し上げます

○　○　○　○　 　○　○　○　○

ご案内の通り私たちは結婚することになりました
おいそがしいところ恐縮ではございますが

ぜひご出席くださいますようお願い申し上げます

○　○　○　○　 　○　○　○　○

＊＊の候 皆様にはご清祥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

つきましては 日頃お世話になっている皆様をお招きして
ささやかな披露の宴を催したいと思います

ご多用中とは存じますが
ぜひご出席くださいますようご案内申し上げます

○　○　○　○　 　○　○　○　○

新しい人生の門出を見守っていただければ幸いに存じます
今後とも末永くご指導のほどよろしくお願い申し上げます

○　○　○　○　 　○　○　○　○

＊＊の候 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○日に入籍しておりますが
このたび結婚式を挙げることになりました

日ごろお世話になっております皆様に感謝の気持ちを込めて
披露かたがた小宴をもうけますので

ぜひご出席くださいますようご案内申し上げます

○　○　○　○　 　○　○　○　○

二人にお励ましをいただきたく
私どもからもよろしくお願い申し上げます

○　○　○　○　 　○　○　○　○

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊この頃

皆様いかがお過ごしでしょうか

このたび 私たちは結婚することになりました

つきましては 日ごろお世話になっております皆様へ

ご報告とご挨拶を兼ねまして

ささやかながら披露パーティを催したいと思います

ご多用中とは存じますがご出席いただければ幸いです

尚 当日は会費制とさせていただきましたので

ご祝儀などのお心遣いはなさいませんよう

お願い申し上げます

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊この頃
皆様いかがお過ごしでしょうか

このたび 私たちは結婚することになりました
これもひとえに 皆様のおかげと
心より感謝いたしております
つきましては ささやかながら

披露パーティを催したいと思います
ご多用中とは存じますが

私たちの門出にお力添えいただければ幸いです
尚 当日は会費制とさせていただきましたので
ご祝儀などのお心遣いはなさいませんよう

お願い申し上げます

謹啓 ＊＊の候 皆様にはますますご清祥のことと

お慶び申し上げます

このたび　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　○   ○男　 ○　○

○　○   ○女　 ○　○

両名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

披露かたがた粗餐を差し上げたいと存じますので

誠に恐縮ではございますが

なにとぞご光臨の栄を賜りますようご案内申し上げます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

謹啓 ＊＊の候 皆様にはますますご清祥のことと

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

つきましては 幾久しくご懇情を賜りたく

披露かたがた小宴をもうけますので

誠に恐縮ではございますが

なにとぞご光臨の栄を賜りますよう

ご案内申し上げます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

謹啓 ＊＊の候 皆様にはますますご清祥のことと

お慶び申し上げます

このたび ○○ ○男 ○○ と ○○ ○女 ○○

両名は結婚す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

披露かたがた小宴をもうけますので

誠に恐縮ではございますが

なにとぞご光臨の栄を賜りますよう

ご案内申し上げます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊この頃

皆様いかがお過ごしでしょうか

このたび 私たちは結婚することになりました

つきましては 日頃お世話になっております

大切な皆様と 楽しいひとときを過ごしたく

ささやかな披露の宴を催したいと思います

ご多用中とは存じますが

ぜひご出席くださいますようお願い申し上げます

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊この頃

皆様いかがお過ごしでしょうか

このたび 私たちは ○○○○ にて

結婚式を挙げることになりました

つきましては 日ごろお世話になっております皆様に

立会人となって見守っていただきたく存じます

挙式後 ささやかな披露の宴を催しますので

ご多用中 誠に恐縮ではございますが

ご出席くださいますようお願い申し上げます

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊この頃

皆様いかがお過ごしでしょうか

このたび 私たちは

新しい人生の出発を迎えることになりました

つきましては 日頃お世話になっております皆様の

お立ち会いのもとで結婚式を挙げ

ささやかな披露の宴を催したいと思います

ご多用中とは存じますが 私たちのスタートを

ともに祝っていただければ幸いです

心よりお待ちいたしております

謹啓 ＊＊の候 皆様にはますますご清祥のことと

お慶び申し上げます

このたび ○○ ○男 ○○ と ○○ ○女 ○○

両名は○月○日 ○○○の○○○○○○において

結婚式を挙げることになりました

つきましては 今後ともご指導のほどお願い申し上げたく

披露かたがた小宴を催しますので

ご多用中 誠に恐縮ではございますが

なにとぞご光臨の栄を賜りますようご案内申し上げます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

謹啓 ＊＊の候 皆様には

ますますご清祥のこととお慶び申し上げます

このたび 私たちは ○月○日

○○○の○○○○○○において

結婚式を挙げることになりました

つきましては ご挨拶とご報告をかねまして

ささやかな披露の宴を催したく存じます

ご多用中 誠に恐縮ではございますが

ご出席くださいますようご案内申し上げます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹白

←親御様名

←本人様名
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