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　「現在は、関東及び沖縄の施設
で変更済みです。プラスチック
に比べるとコストは倍程度にな
っていますが、打合せなどで説
明すると良い反応をもらってい
ます。」（渡邊氏）

フラワーロス対応
　昨年 6月、ドライフラワーに
なる花材を用いたブーケを販売
開始した。結婚式後、自宅に持

ち帰って、陽の当たらないとこ
ろに保管しておくだけでドライ
フラワーとなり、壁に飾るイン
テリアのスワッグとしても利用
できるようにした。
　「結婚式では生花、その後にド
ライフラワーにしたいという声
もありました。ガーベラやカー
ネーションなどのドライになり
にくいものは使わずにブーケを

らうこと、使っていない新しい
トングを使って詰め替えてもら
う案内をしています。」（ヒカリ
フルコート支配人・渡邊聡美氏）
　ウエディングに関しては個人
盛りであるため現在のところ対
象にはなっていないものの、例
えば披露宴中に食事の出来ない
新郎新婦から、後で処分して欲
しいと言われることもあった。
こうしたケースでのロスが出な
いように、真空パックにしての
持ち帰り対応も始める。またサ
ービススタッフへのアンケート
で、結婚式で残るのはデザート
が多いことも把握。カットする
サイズ感を調整するなどの対応
も進めていく。生クリームが使
われているデザートもあるた
め、コンポスターで肥料に変え
ることが難しい。そうした課題
も含めて、改善を進めていく。

コンポスター導入
　コンポスターに関しては、現
状は宴会が少なく出る量も限ら
れているため、会場敷地の植木
の肥料などに使用している。将
来的には、提携農園や仕入れ農
家に提供し、野菜作りに使用し
てもらう循環も検討している。

ペーパーストロー
　同社は昨年11月、プラスチッ
クゴミ削減のためにペーパース
トローを導入。当日提供、打合
せ用も含めて、全てのドリンク
提供時に切り替えている。

取り組み強化を発表
　メモリード（群馬県前橋市）
は 2月24日、婚礼事業、葬祭事
業でのSDGsの取り組みを強化
していくことを発表した。これ
までの取り組みも合わせて、よ
り多くの人に知ってもらいたい
という考えに基づき、公式HPで
もその内容を掲載開始した。

食べ残しの持ち帰り
　今回の取り組みのキッカケ
は、フードロスの解消だった。
第一歩としてコンポストの導入
について会場をまたいで検討す
るチームを発足し、話し合いを
重ねてきた。その過程でビュッ
フェの食べ残しを持ち帰っても
らうドギーバッグの案が浮上し
たことで、それ以外の取り組み
も含めてまとめた形だ。
　持ち帰り容器のドギーバッグ
は、食べ残しの多いビュッフェ
で対応する。揚げ物やパスタな
ど持ち帰り可能な料理を、出席
者自身に詰めてもらう。
　「二次会、企業系パーティーな
どを想定しています。2月のス
タートですが、まん防により現
在はパーティー受注がないた
め、式場イベントの際に実施し
ています。その日中に食べても

　政府が推進する2030年までに温室効果ガス46％削減、
食品ロス半減、ワンウェイプラ25％排出抑制。これを実現
するために、2022年は様々な制度が動き出す。4月には「プ
ラスチック資源循環法」が施行され、使い捨てプラスチッ
ク製品の使用量の削減、合理化が求められる。さらに小売
店やサービス事業者、自治体向けに展開する「グリーンラ
イフ・ポイント」推進事業もスタートする予定だ。SDGs
の意識はブライダルにおいても高まっており、バナナペー
パーを使ったペーパーアイテムの受注率が伸びているなど
見逃せない。今号では各社の取り組みを紹介していく。

MARCH
11
第1146号発行所：㈱ブライダル産業新聞社　〒104-0061東京都中央区銀座8-15-15 銀座原ビル4F

TEL 03(6226)9577　FAX 03(6226)9578　発行人：池田義信　年間購読料30,000円(消費税別)
E-mail:info@bridalnews.co.jp

SDGsSDGs
次世代の欠かせないキーワード

ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
持
ち
帰
り
推
進

ブ
ー
ケ
は
ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー
に
な
る
花
材
使
用

山櫻
代表取締役社長 市瀬豊和氏
ユミカツラインターナショナル
代表取締役・デザイナー

桂　由美氏

Talk Session

（6、7面に掲載）

メモリードの取り組み

▲ 廃棄する花を削減するために、ドライフラワーになる花材を
使用。持ち帰ってそのままインテリアとなる。

▲ ビュッフェの食べ残し料理の持ち帰り用ドギーバッグ。その
日中に食べてもらうことも案内する。

▲ 昨年11月から導入したペーパーストロー。プラスチックゴミ
の削減にも取り組んでいる。

▲ LGBTQ＋のウエディングにも対応していく。キャンペーンを
開催し、当事者のモニター撮影も実施。

　環境省が 4月から推進予定
の、グリーンライフ・ポイン
ト。これは、事業者が環境に
配慮した商品、サービスを提
供し、それを利用した消費者
にポイントを付与するという
ものだ。つまり、環境に配慮
した対応を進めている事業者
を選択すれば、その分メリッ
トが生み出されることにな
り、事業者側にとっても、選
ばれる一つの基準となる。
　事業は 5つの分野で実施さ
れる予定だ。①【衣】、②
【食】、③【住】、④【循環】、
⑤【移動】。特にブライダルに
関連するのが、①、②、④だ。
衣については、レンタルの推

進。さらにリユース、リサイ
クルが挙げられる。ウエディ
ングドレスのリメイクサービ
スなどは注目される。
　食分野では、食品ロス削減
と地産地消の推進。今号でも
紹介している食べ残しの料理
の持ち帰りは、ここにあたる。
　ホテル・結婚式場では衛生
問題から否定的な意識も強い
が、消費者側が自己責任のも
とフードロスの観点から変化
する可能性も出てくる。
　循環はプラスチックの削減
のほか、簡易包装もある。ギ
フトなどについても、早急な
対応が必要となりそうだ。

グリーンライフ・
ポイントとは

注目キーワード

２面に続く↗

メモリード
The LEAF Wedding 
東松山　
店長
梛良香里氏

メモリード
ヒカリフルコート
支配人
渡邊聡美氏
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レゼントする。S賞は 7組に、50
名上限の250万円相当の結婚式。
A賞は「家族と故郷で前撮り」
をプレゼントする。
　期間中の全成約者を対象とし
たB賞は、挙式料、ウエディン
グケーキ、ノンアルコールドリ
ンク飲み放題、料理ワンランク
アップグレード、エンドロール
ムービー、生花フラワーシャワ
ー、ファミリーフォト、ドレス
一着の 8つの成約特典のなかか
ら一つをプレゼント。（会場によ
り内容が異なる）。2022年 2 月～
4 月末までに協賛会場に来館
し、2023年 1 月末までの30名以
上の結婚式を成約したカップル
が対象となっている。
　結婚式を諦めていたカップル
の背中を後押しするキャンペー
ンとして展開していく。

　今回のキャンペーンで
は、特別WEBムービーも
制作し、3月 1 日に公開
した。2020年に感染拡大
で結婚式を延期した 2人
が、周囲に応援されなが
ら再び準備をしていくと
いうストーリー。タイト
ルは『ふたりのウエディ
ングノート』で、出演者
は女優の井桁弘恵さん
と、俳優の小野翔平さん。
AISHA（アイシャ）さん
が『Love Package』とい
う楽曲を提供している。制作は
リクルートが担当した。
　またキャンペーンのインス
タ、ツイッターアカウントでは、

協賛会場数は850会場
　 3団体が主催し、全国の結婚
式場、関連企業が協賛した【全
国結婚式応援キャンペーン】。協
賛の規模などを含めて、ブライ
ダル業界としては初の取り組み
となる。経済産業省が後援して
おり、官民合同での結婚式機運
醸成への期待が高まる。
　キャンペーンでは、様々な形
でプレゼントも用意している。
当選者限定で最大500万円相当
のプレゼントのほか、対象の施
設で期間中に成約した全ての人
に適用される特典も用意してい
る。（一部適用条件あり）
　キャンペーン開催期間は各賞
によって異なるが、2月 1 日～
4月30日で実施している。SS賞
「諦めていた結婚式を叶えます」
は、第 1回、第 2回の応募期間
を設け、それぞれ 1組計 2組に、
上限500万円相当の結婚式をプ

《公開ムービー》

　公益社団法人日本ブライダル文化振興協会、一般社団法
人全日本冠婚葬祭互助協会、一般社団法人日本ホテル協会
の3団体は、結婚式実施の後押しをすることを目的とした
全国結婚式応援キャンペーンを開始した。全国850会場の
ほかブライダル関連企業が参画し、結婚式実施予定の新郎
新婦に対して様々な特典を用意している。さらに3月1日に
は女優・井桁弘恵さん、俳優・小野翔平さんが出演する特
別WEBムービーを YouTubeで公開した。

業界向けSNSとしては屈指の1万フォロワー！
ブライダル産業新聞フェイスブックへ！！

●ブライダルのトレンド情報 ●ウエディング関連ニュース
●フォトウエディング作品 ●取材こぼれ話　などなど
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全国結婚式応援キャンペーン全国結婚式応援キャンペーン 3月1日
特別WEBムービー公開
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さまざまな芸能人からカップル
の背中を押すメッセージ動画が
順次投稿されるサプライズ企画
となっている。

キャンペーンのプレゼント企画


