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活用に切り替え
　「コロナがあって良かった
と思えるように。」と語るの
は、ブライド・トゥー・ビー
（名古屋市瑞穂区）の伊藤誠英
社長だ。同社は第 1回目の緊
急事態宣言直後から、街頭で
のカヌレ販売を開始。その後
直営の店舗を出店すると共
に、全国のスーパーへの卸先
開拓として47都道府県制覇を
掲げて、全スタッフで電話営
業に取り組んだ。現在はカヌ
レ＆アイスクリームのショ
ップ展開を強化しており、
さらに今秋には地ビールの
醸造所オープンに向けて準
備も進めている。
　同社の新規事業展開の詳
細は次号（ 3月21日）で紹
介するが、結婚式施行がま
まならなくなった時期でも
歩みを止めなかったのは、
冒頭の思いがあったからこ
そ。その言葉を自社の社員
とも共有し、自宅待機を命
じることもなく、会社全体
で動き続けてきた。
　コロナ禍も 2年が経過し
た。昨秋以降、回復基調の
鮮明な会場に対して、パー
トナー企業はまだまだ厳し
い中にいる。取扱い業種に
よって異なるものの、通常
帯の結婚式の施行が戻って
こない限りは、これまで100
あった売上も、50、70に低迷
したままだ。この 2年間で、
その水準でも耐えうる経営
のスリム化を図ったところ
も多い。ただ、減少した売
上を100に戻すための方策
という点では、スリム化が
大きなハードルになってし
まっているところもある。
　人件コストの削減を目的に
したリストラ（自然減も含め
て）により、営業、開発の人
員が不足してしまい次の一手
を打てない状態に陥っている
企業も。同じような状況を負
っている会場からの条件交渉
によって、コスト削減分を上
回ってしまう利益率の低減も
聞かれる。実際に会場よりも
パートナー企業からの愚痴を

聞くことが多いのも、これま
での元請け、下請けの関係性
がコロナを経てもなお厳然と
立ちはだかっている証明だ。
　既存のパートナー各社から
「厳しい、厳しい」との声を聞
くブライダル業界であるが、
かたや熱い視線を送る企業も
ある。変化せざるを得ない業
界構造、商慣習、ビジネスス
キームに注目し、これまでは
参入の難しかったブライダル
で自社の商品・サービスを展
開しようという経営者も実は
増えている。こうした新規参
入各社は、もともとブライダ
ル業界での売上は 0であった
からこそ、そこに50、70が加
われば大きなメリットだと
考えている。またブライダ
ル専業では思いつかなかっ
た発想により、イノベーシ
ョンがもたらされるのでは
ないかと、【外部からの刺
激】に期待する会場も多か
ったりするのだ。
　こうしたことを考える
と、既存プレイヤーがこれ
までの商売に固執していれ
ば、自然と新規参入組の新
たな発想に取って代わられ
る可能性も高まっている。
もちろん業界を活性化する
という点では、ブライダル
外からの参入により新しい
モノが生まれることは歓迎
すべきであり、いわば健全
な競争とも言える。自動更
新で契約を継続できていた
ブライダル業界の構造に甘
んじてきたパートナー企業
が、苦しくなってくるのは
実はこれからだ。
　もっとも、パートナー企
業の中にも、このコロナ禍
でチャンスとばかりに営業
を強化して取引先を急増さ
せている会社はある。コロ
ナ禍を逆手に取り、スピーデ
ィーな商品開発を進め、会場
の課題を解決してきたこと
で、信頼関係を高めているケ
ースも。単なるアイテム・サ
ービス提供だけでなく、プラ
スアルファの付加価値を付け
ることで、結婚式減少を食い
止めることに貢献するなど。
そうした企業は数年後に、「コ
ロナがあって良かった。」と思
えるのだろう。
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↘２面から続く
数が多く、シェフたちも指示書
を見ながら調理していますの
で、量を減らすことはそれほど
難しくはありません。」（神田氏）
　それ以外にも結婚式の打合せ
の段階で、フードロスの観点か
ら3010運動を説明。
披露宴の中に、食事
をする時間をキチン
と取ることなども提
案している。

食器のロスを削減
　レストランでは木の端材や石
などで出来た器を使用するほ
か、環境破壊をしない分解性の
ある素材でできた食器などを使
用。什器備品を選ぶ際にもデザ
インではなく、環境負荷がかか

っているのかどうかという視点
を大切にしている。
　一方で結婚式においては、今
持っているものを長く大切に使
っていく考え方だ。食器にあし
らった金メッキが剝がれてくれ
ばそれを修理に出す。これまで
は新たに購入していたが、購入
より費用が掛かってもメンテナ
ンスを選択している。また破損
などで数が減ってきた場合は、
試食会専用にするなどの工夫
も。数が揃っていないから新た
に購入するということはしない。
　「現在は、欠けてしまった場合
に、何らかの利用方法はないか
という議論が出ています。そう

した意識に基づき、議論が行わ
れることが大切です。」（神田氏）

プラスチックゴミの廃止
　 4月からは、脱プラ・脱炭素
の意識をスタッフ全員に伝える
ため、社内からプラスチック用
のゴミ箱を廃止する。ペットボ

トルなども持ってこ
られない状態にし、
スタッフは水筒を持
参し、設置している
ウォーターサーバー
や冷蔵庫に入れたコ

ーヒー、お茶などから補給する
という流れだ。
　同社ではその他にも、社内で
使い捨ての傘を使用しないマイ
傘運動を実施。SDGs推進の一環
としてチームでオリジナルの折
り畳み傘を制作し、それを持つ
スタッフも増えている。また
MY田んぼオーナー制度も利
用。ひとり暮らしや新卒、子育
てをしながら働いているスタッ
フに対して、美味しいお米を食
べて健康になってもらいたいと
いう考えから、田んぼの一区画
のオーナーもしている。グルテ
ンフリーにこだわり、米粉を使
ったメニュー開発も進めている。

我がコトでSDGs捉え我がコトでSDGs捉え
社内で議論の出る意識社内で議論の出る意識

推進企業
2020年にはリメイクドレスブランドも立ち上げ

　プリオホールディングス
（東京都中央区）は2020年 9
月、日本SDGs協会（大阪市中
央区）による審査を受けて、
4事業での認定を取得した。
　同社はこれまでも、エシカ
ルウエディングの普及や、企
業の内部組織における持続可

能な取り組みに注力してき
た。評価を受けた 3『すべて
の人に健康と福祉を』 と 5
『ジェンダー平等を実現しよ
う』では、女性の能力・活躍
を促進し、ジェンダー平等を
達成することを目的に、女性
管理職比率を高めてきた。女
性経営者の企業との、パート
ナーシップ活性化にも積極的
に取り組んでいる。
　また、12『つくる責任つかう
責任』では2020年、運営する
ドレスショップのメゾンドブ
ランシュ銀座において、リメ
イクドレスブランドの『neo
MUSE』を立ち上げた。入社
3年以内の若手女性社員20名
が企画に参加。1種類のドレ

スの在庫であっても、それを
ベースに複数のデザインに生
まれ変わらせることで、購入
の選択肢を増やし、受注の可
能性を広げている。
　ほかにも、各セクションに
特化した外国人の採用・自社
独自の研修も実施。人や国に
よる不平等をなくしている。
外国人スタッフの積極的雇
用、能力強化の実現を目指す
など、人材採用面においても
SDGs活動を進めている。
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▲ 『食べれる席札』でペーパーレス化も

▲ タガヤが設置するウォーターサーバー






新連載 第1回

例えば50％の成約率の場合
でも、20％のキャンセルであ
れば結果として成約率は40％
と言えます。そうなると厳し
いパターンとなり、数多くの
接客、成約をしても、面倒な
キャンセル手続きが発生し労
働生産性面でもしんどくなっ
ていきます。それならば、も
っと少ない集客でも、しっか
り成約を取ってキャンセルも
少ないほうが、労働力の面で
言えば半分程度で済みます。
またキャンセル率が高い
と、現場も疲弊していきます。
新規プランナー、打合せ担当
も含めて、獲得したのに施行

にならないというのは精神的
な影響もあり、さらにコント
ロールしていく立場の支配人
にとってもチームマネジメン
トの課題が生じてきます。
大切なのは、本番まで追い
かけるのは難しいとしても、
少なくとも 2、 3ヵ月はしっ
かりと確認していくこと。こ
れは会社全体として、習慣化
していくことが大切です。習
慣になっていない場合、当月
の数字だけを会社に報告する
わけですが、これはあくまで
も見た目の数字で、売上にな
るのはそこからキャンセルを
差し引いたものです。会社と
して当月の集客・受注を計算
して数ヵ月先、 1年先の売上
計画を立てますが、実際に20

を切り離して考えている会場
が、まだまだ多いのも事実。
集客と成約の数字は当月で

締めますが、どれだけ手残り
しているのかは結果的に本番
の時まで分からないという面
があります。つまり追いにく
いため、別の管理になってし
まいがちです。　　
成約キャンセルのパターン

は大きく分けて二つあり、一
つは無理やり成約を取ったた
め直後にキャンセルになるも
の。もう一つは何か別の理由
がある場合。重視すべきは直
後にキャンセルになるパター
ンで、セールスの問題にも繋

今月から新たなテーマとし
て、支配人が押さえておくべ
き【指標】を紹介していきま
す。第 1回目のテーマは、成
約後キャンセルです。
ブライダルでは成約率が重

視されてきましたが、そもそ
もキャンセルがあれば成約率
も大きく変動します。ところ
が成約後キャンセルと成約率
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押押さえるべきさえるべき ％程度のキャンセルが発生す
れば、その分の差異も生まれ
てくる。しかもそれが明らか
になるのは、施行直前となっ
てしまい、これは経営リスク
に繋がっていきます。
もう一つはチームマネジメ
ントの観点から、仮に60％の
成約率で社内表彰されている
プランナーでも、キャンセル
が半分あれば全体の不満も高
まっていきます。獲得して後
はお任せで、キャンセルの責
任が打合せ担当になるという
ことも出てきます（それでも
いいという企業もあります
が）。支配人としては、そうし
た面も含めて、会場・個人を
測る指標としてしっかりと確
認していくべきです。

【成約後キャンセル】少なくとも2、3ヵ月は追う【成約後キャンセル】少なくとも2、3ヵ月は追う
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指標指標 がっており、成約率と
の関連で見ていく必要
があります。
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紹介でシナジーのあるIBJがそ
のまま継続し、雑誌広告事業を新
会社で引き継ぐ形になりました。
雑誌として発行している『ウエ
ディングnavi』については、カ
ウンターと連動した雑誌である
ため、1月号以降の発行はIBJと

の調整によりますが、そのほか
の媒体についてはこれまでと同
じペースで発行していきます。」
　――今後はWEBメディアの
強化も進めていくそうですが。
　矢田「これまで、雑誌ごとに
サイトを制作し、和婚、ホテル
W、ドレスなど専門性に特化し
た情報を発信してきました。こ
の対応は効果もあって、例えば
【ウエディングドレス】で検索す
ると、当社のドレスサイトが検
索の最上位に来ています。また

SNSで公認花
嫁も募集する
など会員化も
進めており、

雑誌の花嫁レポートなどとも連
携することで人気を得ていま
す。今後はWEBから会場や各企
業への送客を、いかに実現でき
るかを重視していきます。また
アニバーサリー領域として、
WEBメディアの七五三お宮参
りナビもスタートする予定で
す。日本の結婚式の雑誌を通じ
て、神社とのネットワークもあ
りますので、それをWEBでも展
開していきます。」
　矢田「もう一つは、これまで
も実施してきたPRツール制作
事業があります。雑誌制作のノ
ウハウを生かして、ホテルや会
場のパンフレット、PR動画を制
作。撮影はもちろんのこと、モ
デルやヘアメイク手配など一気
通貫で請け負っていきます。日
本グローイングはもともとウエ
ディング撮影も実施してきたこ

ともあり、撮影からアルバム仕
上げまでを一括で対応する体制
になっています。このノウハウ
は消費者向けだけでなく、toB
でも展開が可能です。」
　――アルバム制作の日本グロ
ーイング社との統合による、シ
ナジーも期待されています。
　矢田「ウエディングアルバム
については、メディアで付き合
いのあるホテルや会場が受注率
低下などに困っていれば、新た
に提案することもできます。花
嫁が購入したい新しいアルバム
の商品開発のために、メディア
事業の公認花嫁に参画してもら
うという取り組みも進めていき

ます。またアニバーサリーアル
バムもありますので、会社全体
としてアニバーサリー事業を手
掛けていくにあたって、一つの
きっかけになります。実はアル
バムの他にもタペストリー、フ
ォトチャーム、子育て感謝状、
ネームコースターといった小物
もラインナップしていて、人気
になっているものもあります。
こうした商品の認知度を、メデ
ィア事業を通じて広めていく。
会場の販促物などとしての提案
も可能になるでしょう。まずは
アルバム、小物のパンフレット
を、より分かりやすい形に変更
していく予定です。」
　―― 5月には、オフィスも移
転する予定ですね。
　矢田「現在の新橋から、神田
に移ります。メディアの編集部、
アルバム制作工場機能も備えた
本社となります。写真撮影がで
きるようにスタジオも設ける予
定で、これはPRツール制作事業
にも活かされる形です。」

専門性に特化したメディア
　――新会社においても、既存
の雑誌はこれまで通りに発行し
ていくとのことですが。
　矢田「雑誌事業については、
これまでも年間16誌を発行して
いましたが、それぞれのニーズ
に特化した専門誌にこだわって
きたことで、コロナ禍において
も販売、広告共に落ち込むこと
はありませんでした。一方で送
客カウンター事業については、
婚活のIBJからの成婚者の紹介
が毎年増加していたこともあっ
て、集客面ではコロナでも好調
だったのですが、やはり施行が
減少してしまった影響がありま
した。カウンターの場合は施行
が行われてからの収入となるた
め、それがコロナでストップす
れば厳しくなります。そうした
経緯もあり昨年末に事業を分割
し、カウンター事業は成婚者の

　『Hotel Wedding』、『日本の結婚式』などの雑誌の発行
のほか、送客カウンターのウエディングnaviを展開してき
たIBJウエディングは、昨年12月29日、IBJからアルバム
制作の日本グローイング社への株式譲渡により、1月から
新たなスタートを切った。両社は統合し、COURAGE（カ
レィジ・東京都港区）という社名に変更。送客カウンター
事業は分離してそのままIBJが引き継ぐ形となったことで、
主力である雑誌・広告事業をさらに強化していく。今後は
日本グローイング社の撮影、アルバム制作なども含めて、
アニバーサリー企業としての展開も推進。雑誌の編集長を
務め、新会社では取締役副社長に就任した矢田泰子氏に、
これまでの経緯や今後の施策などを聞いた。
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矢田 泰子氏

COURAGE

ユニーク商品 アニバーサリーを残していく小物も販売
　IBJウエディング事業と統合した日
本グローイング（東京都江東区）は、
ウエディング撮影、七五三・成人式撮
影、アルバム制作、オリジナルグッズ制
作の会社だ。1993年に設立し、1995年か
らウエディング撮影事業をスタート。
アルバムでは約600社との取引がある。
　ウエディング、アニバーサリー向け
の幅広いラインナップで、巻物、掛け
軸タイプ、天然木使用の立体アートな
どユニーク商品も販売している。
　そのほかに記念日関連グッズも制
作。透明なクリスタルのイニシャルに、
写真を入れた「イニシャルブロック」、

ミニチュアの美術館をイメージしたフ
ォトスタンド「ミニチュアミュージア
ム」、子どもの書いたイラストをヒノキ
に彫刻した「お絵かきキーホルダー」
のほか「フォトパネル」などもある。

WEBメディアの強化も推進WEBメディアの強化も推進

▲ 子育て感謝状も販売している


