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Check!

学びたいポイント別セミナーガイド

課題解決の糸口が見つかる講座は全て聴講無料
「メディアミックス時代の
効果的な集客法は」
集客担当

7

30

B会場

14:00 15:00

地元密着で紹介件数が5倍に
地方ならではの【つながり戦略】

7

30

見込み客を来館に繋げる
効果的なアプローチ

14:30 15:30

7

30

E会場

15:00 16:00

『令和』の婚礼集客マーケティング

SNSや新興Webメディアがもてはや
され、婚礼集客をめぐる環境が大きく
変わりつつある昨今。来店数を増や
し、業績を上げるためにはどう戦うべ
きか。森山氏が潮流の全体像を掴み
つつ、本質をズバリ突く。

7

7

地方会場が大都市圏から
顧客を取り込む方法

結婚式対象者の80％以上が使用して
いるYouTube。どのように動画を活用
し、集客アップに繋げていくのか。太
閤園などのコンサル実績をもとに、産
業フェア初登壇で運用・コンテンツ制
作のノウハウを語る。

A会場

11:00 12:00

『仕掛け』が『奇跡』
を生む
プランナーの仕事

31

G会場

15:00 16:00

平均来館数が2倍にUPする
インスタ活用術！

アンジェ・21

LiVrA

野村広子氏

渡邊 純氏

執行役員

代表取締役

島根県にあるアンジェグレースガー
デンは、東京・大阪からの受注で年
間30組、6000万円を売り上げている。
どのようにして県外からカップルを獲
得しているのか。野村広子社長が受
注ノウハウを紹介する。

インスタでの情報収集に積極的な花
嫁たち。投稿が無料な一方、インス
タに費やす時間や人件費がかかるの
は当然。大手企業も導入する事例を
基に、知らなかったではもう遅い、結
果を生み出す運用を検証する。

7

7

30

C会場

11:45 12:45

受注好調なプランナーに学ぶ
カップルとの信頼関係構築法

30

A会場

15:30 16:30

オーダーメイドWを完成させる
ヒアリングスキル

テイクアンドギヴ・ニーズ

PEANNE

CRAZY WEDDING

有賀明美氏

岩泉ピアン氏

小守由希子氏

ウェディングアドバイザー

代表取締役／プロデューサー

7

30

集客難に立ち向かうには、インターネ
ットを駆使した『アドテクノロジー（ア
ドテク）』の知識が必要不可欠。Web
における広告戦略はどのように構築
していくべきか。第一線で活躍する大
竹氏がノウハウを語る。

7

30

H会場

13:15 14:15

予約数2倍強！
サイトデータによる改善手法

D会場

11:15 12:15

データから見る
今どき花嫁のインスタ活用
ウェディングソムリエ

アドテク本部本部長兼
インバウンド戦略室室長

代表取締役社長

会場のプランナーがどのように数字
に向き合い、広告戦略、集客に貢献
していくのか。『Webプランナー』と
いうポジションを確立させる重要性、
育成方法、抑えておくべきポイントな
どをカバーする。

13:45 14:45

ブライダル業界における
WEB広告最前線

大竹淳介氏

森山圭氏

G会場

10:30 11:30

米本 隆氏

あつみゆりか氏

31

C会場

ウエディングパーク

船坂光弘氏

12:00 13:00

30

エスクリ

フォーディメンション

E会場

7

マーケティング戦略本部
副本部長

代表取締役

YouTube戦略コンサルタント
酒井大輔氏

30

12:30 13:30

SoZo

集客アップに繋がる
YouTube動画戦略

7

A会場

ザ・ホスピタリティチーム／
Essentials & COMPANY

プロデュース会社・トゥモローウェディ
ングと、コンサルタントとして活躍中
の船坂氏。地方独自の戦略を、集客
・商品開発・成約率について解説。地
方激戦区で6年連続組数、売上を続伸
するノウハウを一挙公開！

31

30

「多忙な土日はかかってきた電話が
取れない」。そんな悩みを解決できる
のが、コールセンターの存在だ。見
込み客をどのように確実な来館に繋
げるのか。マーケティング部門で活躍
する米本氏が徹底解説する。

Webに強い
プランナーの育成方法

代表取締役／ディレクター

7

C会場

7

編集長

坂井夏子氏

プレ・卒花嫁の情報収集に欠かせな
くなったインスタグラム。彼女たちは
どのようにインスタを駆使しているの
か。最新マーケティングや花嫁アンケ
ートから読み解く、インスタ運営の次
なる一手を考察する。

7

31

B会場

11:00 12:00

脱ゼクシィでも組数増！
新たな戦い方の実例

WACUL

Tealcreate

松尾 龍氏

田中秀和氏

マーケティング部長

自社サイトから来店予約を増やして
いくためには、Webサイトの分析の基
本をおさえてPDCAを積み上げていく
ことが必須。2万8000サイトの実績を
もとに、見るべきデータとその分析の
手法、効果検証の考え方を解説。

代表

福岡のホテルが、ゼクシィ出稿を止め
ながら組数増に成功。結果、CPAも
大幅に改善した。当時支配人として新
たな集客方法を確立した田中秀和氏
が初登壇。一日一組への転換も含め
た、成功事例を紹介する。

「CS・単価UPの
プランニング術とは」
打合せ担当

7

30

F会場

12:30 13:30

一方通行な接客 から
生まれるカップルの不信感

7

30

13:30 14:30

現代 に求められる
プランナースキル【10選】
Coco style WEDDING

フリーランス
ウエディングプランナー

Producer

E会場

フリーウエディングプランナー

岡村奈奈氏

荒井さやか氏

新卒からブライダル一筋でキャリア
を築いてきた有賀氏。
プランナーの仕
事のやりがいや魅力、ヒアリングをも
とに『仕掛けた』その先に見える可能
性とは何か。プランナーの背中を押
す、心温まる60分。

アニヴェルセル所属時代に顧客満足
度3位に表彰された岩泉氏。独立後も
年間20件と受注も好調だ。顧客と築
き上げた関係性があるからこそ、成功
を収めている。岩泉が実践する、信
頼関係の築き方とは。

オーダーメイドウエディングを創り上
げるには、オシャレさやセンス以上に
徹底したヒアリングスキルが求めら
れる。カップルの予想を超える感動は
どのようにして生まれるのか。同社の
ハウツーから紐解いていく。

業界が考える“いい結婚式”とは何か。
プランナーが抱きがちな先入観をベ
ースに接客をしてしまうと、カップル
の意見を無視して“一方通行”になっ
てしまうことも。注意すべき落とし穴
を解説する。

新卒で会場に入社後、27歳で独立。
一線で活躍しながら、講師や企業コ
ンサルも務める荒井氏。時代と共に
変化した結婚式を振り返りながら、現
代に必要なプランナースキルを、新
規から施行まで各項目で解説。

7

7

7

7

7

31

C会場

11:45 12:45

パーティーの完成度を
一気に高める8ポイント
フリーランス
ウエディングプランナー

Ayame氏

コンセプトウエディングが人気の一方
で、「テーマなどは不要。やりたいこ
ともない」という新郎新婦も増加中。
そうしたカップルの想いはどのように
具現化していくのか。式の完成度を上
げるポイントを検証する。

31

D会場

14:15 15:15

実例から紐解くコンセプト
Wの作り方
VOUS BRIDAL／
LES VOUS

代表 ウェディングプロデューサー

鶴野蒔咲子氏

一組一組ヒアリングし、コンセプトウ
エディングを作る鶴野氏。年間コンス
タントに20組を受注し、今年は1300
万円の施行も。既製品には満足せず、
時には装飾もDIY。実例を、写真で見
せながら解説していく。

31

E会場

13:30 14:30

結婚式の本質を突く
ロジカルプランニング術
Wedding LAB

代表 フリーランス
ウェディングプランナー

遠藤佳奈子氏

ゲストの満足度を高め、式後の人間
関係を円滑にするのもプランナーの
使命と捉える遠藤氏。創る式は新郎新
婦だけでなく、ゲストや会場からも高
い評価を得ている。本質にこだわり実
践するロジカルシンキング術とは。

31

E会場

10:45 11:45

単価UPに繋がるオリジナル
プランニングの6つのコツ

31

F会場

10:45 11:45

２カ月で２割から８割に
成約率アップの思考術

BLISS EVENTS

BWithus/TTK

葉山泰子氏

徳永勤氏

代表取締役

カップルのニーズは多様化し、オリジ
ナルウエディングが“当然”となった昨
今。満足感を与える結婚式はどのよう
なものか。インバウンドウエディング
なども手掛ける葉山氏が、6つのポイ
ントを紹介する。

代表取締役

現在も接客の現場に立ち、 成約率
90%を誇る徳永氏。独自の理論に基
づく育成により、２カ月で成約率８割
に伸びたケースも。自らが実践し、プ
ランナーも結果を残せる接客メソッド
・思考術を特別に披露する。

第1058号

BRIDAL

（昭和63年７月７日第三種郵便物認可）

「すぐに実践できる
成約率向上策」
新規担当

7

30

D会場

15：30～16：30

【見込み薄】でも本命にする
新規接客術

7

31

A会場

11：00～12：00

平均成約率90％超えはどのような新
規接客から生まれるのか。新卒から
高見でキャリアを積み上げてきた髙
橋氏が生み出した“方程式”を基に、
カ
ップルの心を掴んで離さない接客ノ
ウハウを紹介する。

7

7

12：30～13：30

一人で戦わない！
！
成約率向上の全員接客

31

at-heart

KAKEHASHI

稲岡利彦氏

寺田英史氏

大手会場の成約率を20ポイント以上
アップさせた『全員接客』
。新規のプ
ランナーだけでなく、調理のスタッフ
やアルバイトはどのように関わってい
けるのか。受注に繋がるノウハウを稲
岡氏が披露する。

31

14：30～15：30

「ココでやりたい」と言わせ
る 最新即決術

代表取締役

7

C会場

F会場

14：00～15：00

高額商品販売に共通する
ヒアリング＆提案術
食空間プロジェクト
代表取締役

慈道美奈子氏

30

E会場

12：00～13：00

アルバイト人材不足を解消する
アウトソーシング

7

31

A会場

13：45～14：45

右肩上がりの受注を支える
強いチームの作り方
赤坂プリンスクラシックハウス

ブライダルマネージャー

H会場

スタッフ定着率100％への道
ブライダル人材施策のポイント

『伝統と革新』をテーマに掲げ、改装
後のウエディング受注が絶好調な東
京會舘。長い歴史の中で何を守り、
ど
こに新たなスパイスを加えたのか。自
社の強みを活かし、数字に繋げる“取
捨選択”方法を学ぶ。

3バンケットで年間受注550組を超え
る人気会場。成約率5ポイントアップ
実現した、プランナーのアサイン方法
とははどのようなものか。若きCOO・
奥田氏の実績から、そのノウハウを探
っていく。

マネジメント

スケジュールは
こちらから

31

B会場

15：15～16：15

雅叙園の婚礼再生
受注150％UPの軌跡

7

30

G会場

13：45～14：45

プランナーが辞めない
会場づくり

30

A会場

13：45～14：45

*座談会企画*プランナー
生涯現役宣言！

採用に差をつけるにはどうするべき
か。その1つがプランナーの存在意義
や価値。仕事にやりがいを見出せる
環境を整い、成長できる職場になって
いるか。今後の採用に繋がる、現職
プランナーの意味を追求する。

7

7

11：00～12：00

新規＆打合せ、業務委託の
上手な活用

「プランナーが採用できない」。安東
氏に寄せられるこの相談の発端は、
プ
ランナーの離職があるからこそ。彼・
彼女たちはなぜ辞めるのか。プラン
ナーが輝きながら働ける環境づくり
を今一度考えていく。

7

31

G会場

12：30～13：30

集客難に打ち勝つ、
プロ集団の創り方

J－heart

クラリスウエディング
プランナー研究所

Essentials &
COMPANY

山下優子氏

伊藤 淳氏

江口貴彦氏

ブランドエグゼクティブ

新規接客・打合せの業務委託で、40
名以上を送り込んでいるクラリス。会
場にとってはプランナーの負担を軽
減し生産性を向上させることが可能。
人材の有効活用も踏まえた、業務委
託の使い方を解説する。

代表取締役／パートナー

集客難が叫ばれる一方で、受注が好
調な式場が存在するのも事実。強い
チームとはどのような組織づくりをし
ているのか。成功企業が実践している
一流の“プロ集団”の人材活用戦略を
江口氏が解説する。

新規事業開発部長

アニバーサリー事業を強化している
T&G。式を挙げたカップルと長く繋が
るために、メルマガを中心とした顧客
管理システムを構築。「このノウハウ
を他社にも広げたい」と語る、岩田
氏が見据える業界の未来とは。

7

30

B会場

11：00～12：00

一人一人が活躍できる
強い組織作り
ニューバリューフロンティア

国内トップクラスの受注数を誇る同
施設。20年近いキャリアを積み上げ
あげる3名は、どのようにやりがいを
見出しているのか。『結婚式一筋』の
ベテラン陣がこの仕事の魅力を語る
（座談会形式でお届けします）
。

『人勝負』のブライダル市場。全ての
スタッフに高いモチベーションを持
たせるための組織作りとは。自社運営
会場もワンバンケ200組を維持し、多
くの会場の再生を請け負ってきた髙
宮氏がポイントを語る。

代表取締役

星野紀子氏
池上和歌子氏

7

30

G会場

15：45～16：45

OFUKU的解決法！
常に前向きになれる7カ条

長谷川高士氏

グローバルダイニングでウエディング
部門統括後、4年間取締役も務めた山
下氏。顧客満足度追求を目的とした
独自の社内ルールと、ルールを徹底
するための運用方法とは。組織改善
のヒントを提唱する。

顧客を10年離さない
メールマーケティング

ホテル椿山荘東京
青山円香氏

安東徳子氏

代表取締役

11：15～12：15

岩田 能氏

婚礼受注1000組から4年連続で組数
・ 売 上 が 上 昇 する同 ホテル。 今 期
1500組超えの見通しとなり、勢いは留
まらない。その中心人物・森木氏が、
業績回復のプロセスから組織作りの
手法までを一挙公開する。

7

I会場

森木岳明氏

高津 守氏

代表取締役

31

テイクアンドギヴ・ニーズ

杉原 拓氏

顧客満足度を高める
グローバルダイニング流組織

7

ホテル雅叙園東京

ハセガワエスティ

G会場

奥田英里氏

「施行が絶好調な
勝ち組の法則とは」

エスプレシーボ・コム

31

COO（チーフおもてなしオフィサー）

星野昌宏氏

7

代表取締役

アルバイト人材募集をしてもなかな
か集まらない。雇用してもすぐに辞め
てしまうなど悩みも多い。独自の採用
ルートを構築してきた、スギハラサー
ビスクリエイツの、バイト人事の業務
請負の仕組みを紹介する。

14：15～15：15

チーム成約率を5ポイントUP
するアサインのノウハウ

ブライダル営業部長

11：45～12：45

D会場

The Place of TOKYO

TIPLOG

13：15～14：15

30

取締役 戦略本部 副本部長
兼 マーケティング戦略部長

スギハラサービスクリエイツ

C会場

7

東京會舘

2016年のオープン以降、受注数が右
肩上がりで成長。若きマネージャー・
浅野氏はどのように手腕を振るって
いるのか。業務効率化による数字の
生み出し方など、“PDS的ノウハウ”を
紹介する。

人事・マネジメント

30

15：15～16：15

浅野一郎氏

「採用・教育の課題解決
チーム力を高めたい」

7

B会場

東京會舘に学ぶ
“取捨選択”の見極め方

岡本佳子氏

ホテル、ゲストハウスでの新規接客経
験を活かし、成約率15%アップのノウ
ハウを提供している寺田氏。プレゼン
の質を高めて、自社の魅力を最大化
することで、”ごり押し”せずに即決に
導く方法とは。

代表取締役 CEO

31

30

代表取締役

注文住宅のインテリアコーディネー
ターとして活躍。住宅・インテリア商
品の提案・販売でも力を発揮してき
た。期待感を高める空間づくりは、ブ
ライダルに通じるものがあり、そのテ
クニックに学ぶべき点は多い。

7

7

Chief Producer

髙橋和希氏

第二希望以下や、そもそも結婚式自
体を迷っているカップルも訪れる新
規接客現場。【見込み】の可能性をい
かに見極め、当日のベストな着地を
決めていくかを、過去900組以上を受
注してきた衣川氏が語る。

B会場

12：30～13：30
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IWAI OMOTESANDO
（CRAZY）

Motif Wedding Planning &
Event Design ゼネラルマネージャー

衣川雅代氏

B会場

IWAIのスタイルから考える
ゲスト中心の結婚式

TAKAMI BRIDAL

ウエディング事業本部
マネージャー

31

30

CRAZY初の自社運営施設・IWAI。派
手な演出は不要など、ゲストが本当
に必要な部分だけを提供している。
ゲストが 結 婚 式 に求 めるもの は 何
か。IWAIが掲げる『ゲストセンタード
デザイン』から改めて考えていく。

今すぐ使える成約率90%
の接客テクニック

ディアーズ・ブレイン

7

ブライダル産業新聞

代表取締役会長

今、OFUKUが明かす、何でもどうに
かなる体験的7カ条。トラブルを抱え
た時、下を向きたくなった時はどうす
るべきか。伝説の司会者・OFUKUの
実体験に基づくトークで、どんな人も
ポジティブに行動できる秘訣を紹介。

髙宮孝一郎氏

7

31

B会場

13：45～14：45

迫りくる人手不足！
インターン生を社員に導く方法
トキノスタンス×
アイタンクジャパン
若林由章氏×

藤原義人氏

ホテル・ブライダル業界において質
の高い国産労働力を確保するには、
インターン生の早期獲得が重要。エン
・ジャパン子会社のアイタンクジャパ
ン社長・藤原義人氏と若林氏で、採
用課題の解決策を紐解いていく。

※セミナー受講の注意事項に関して※
・すべてのセミナーはブライダル産業フェア内で開催します
・80の講座は全て予約不要、聴講無料です
・事前の場所取りは開始15分前まではご遠慮ください
・1人でも多く座れるよう前から詰めて着席ください
・満席の場合は立ち見で聴講が可能です
・録音は原則禁止とさせていただきます
・講師によっては撮影NGとなる場合があります
・携帯電話はマナーモードに設定し、通話はご遠慮ください
・登壇講師、日時、セミナー会場は都合により変更になる場
合がありますのでご了承ください

（ 16 ）

BRIDAL
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「今注目の新たな
顧客ターゲット」
商品開発・企画

7

30

C会場

13：15～14：15

令和元年総まとめ！
最新ブライダル法務の今

7

30

高まるパパママ・キッズ婚
ニーズの獲得法

12：45～13：45

7

30

和婚塾

塾長

飯田美代子氏

F会場

14：00～15：00

結婚式の価値を高めるゲストの衣裳

30

F会場

E会場

10：45～11：45

代表

15：30～16：30

美容師は最後の要！
当日トラブルの対処術

アンドユー
（ノバレーゼグループ）

30

代表取締役社長

多様化社会に向けて欠かせないの
が、セクシュアルマイノリティへの対
応。今、結婚式場としてはどのような
動きが求められているのか。 LGBTQ
の基礎知識をはじめ、業界としての在
り方を考えていく。

11：00～12：00

代表取締役

日本と中国のハーフで、国際会議同
時通訳者として活躍してきた増田氏。
国際結婚を経験した張本人でもある
彼女が考える”最幸の結婚式”とは。イ
ンバウンドウエディング・国際結婚の
考え方を初公開！

営業・企画

7

30

I会場

10：30～11：30

総合力が強み
プリンスホテルのMICE戦略

7

30

I会場

12：45～13：45

生涯顧客化に繋がる
バウリニューアルのポイント
一般社団法人
バウリニューアルジャパン

プリンスホテル

セールス＆マーケティング本部
ジェネラルマネージャー

プロジェクトマネージャー

国内大手ホテルチェーンの中でもい
ち早くMICE事業に取り組んできたプ
リンスホテル。多くの受注実績をすで
に積み上げ、高い評価を得ている。同
社MICEのキーマン・田辺氏が、強さ
の理由を語る。

結婚記念日はもちろん、家族の様々な
アニバーサリーを祝うバウリニューア
ル。平日稼働率アップなどの運営メリ
ットを考えるとともに、施行するうえで
のポイントを総まとめ。生涯顧客化の
重要性を学ぶ。

7

7

田辺正幸氏

30

I会場

15：30～16：30

海外からも熱視線
八芳園のイベント事業

録音課課長

八芳園

録音課課長補佐

井上義則氏

北沢 光氏

長谷川清美氏

14：15～15：15

「インバウンドや婚活
等パーティノウハウ」

JASRAC

取締役

松田愛里氏

G会場

知っておきたい！
10月に変わる著作権料

マリエ

I会場

国際通訳士から見た
新時代の国際結婚

代表理事

結婚式場のデザインにおいて第一線
で活躍し続ける杉山氏。強い施設デ
ザインとは何か。他社との差別化に繋
がり数字がアップするポイントを、デ
ザイナー目線で力説する。当日はスペ
シャルゲストも登場！

7

31

増田真由美氏

etc.パートナー

7

多様化に対応
LGBTQウエディングの可能性

7

岸本 誠氏

「業界で注目されている
知識を深めたい」

前撮り・後撮りのニーズはもちろん、
挙式当日に和装を着たいという声も
高まっている。一方で、和装に関する
知識が追い付いていないというケー
スも。和婚塾塾長の飯田氏が、知っ
ておくべきポイントを総ざらい。

12：30～13：30

横溝衣里氏

杉山敦彦氏

代表＆デザイナー

G会場

うるわしき

横山宗生氏

10：30～11：30

30

認定事業担当

夏目哲宏氏

F会場

7

第1058号

一般社団法人
結婚トータルサポート協会

強い施設のデザイン

持ち込みが増加しつつあるメンズフ
ォーマル。新郎衣裳の持ち込み防止
に対して、衣裳店・会場は何が出来
るのか。タキシードの第一人者・横
山氏が、知らなかったでは済まされ
ないポイントを語る。

（昭和63年７月７日第三種郵便物認可）

ミキハウス子育て総研

ザ ホールデザイン

office MAY-Be

30

12：30～13：30

タキシードアトリエ
ロッソネロ

写真映えする和装のポイント

7

F会場

ブライト

「そんなこと知らなかった」
。後の祭り
では済まされない、音楽の適正利用
をはじめとしたブライダル法務は今ど
うなっているのか。1年間で目まぐるし
く状況も変わった最新情報を、夏目氏
が徹底解説する。

30

31

同社が定める、赤ちゃん連れの新郎
新婦に優しい『ウェルカムベビーの結
婚式場』。地方会場は年間15組を上
積みするなど、集客・成約面でもメリ
ットは大きい。高まるパパママ・キッ
ズ婚のニーズを検証する。

今更聞けないメンズ
フォーマルの基礎知識

代表取締役

7

D会場

7

ブライダル産業新聞

木原亜沙子氏

31

12：30～13：30

新提案！ アニバーサリー
ウエディング獲得のススメ
ユミカツラインターナショナル

取締役専務総支配人

鈴木利博氏

A会場

ブライダルファッションデザイナー

桂 由美氏

インポートの参入など日々進化する
ウエディングドレス。一方でゲストの
衣裳は大きな変化がない現状。各式
場にあった列席者のドレスはどんな
ものか。自社ブランディングにも繋が
るゲストドレスの可能性を探る。

ヘアメイク、着付け、アテンドのトー
タル対応で、美容師はコンプレを防ぐ
最後の要になる。豊富な経験を持ち
美容業界で活躍し続ける同社の長谷
川清美氏が、当日慌てないための対
処術を徹底解説する。

今年10月1日に変更される新料金の
ほか、新郎新婦向けのチラシやブラ
イダル事業者向けのパンフレットの
内容を詳しく解説する。知っておくべ
きブライダル業界における音楽著作
権の【今】を徹底説明する。

八芳園が、企業や法人のイベント・パ
ーティー会場として評価を高めてい
る。結婚式で培った企画力を活かし、
唯一無二のイベントを創り出す。外部
施設のプロデュースや海外進出も進
める、専務・井上氏の想いとは。

生田神社で開催したアニバーサリー
ウエディング。結婚式と同じ場所、料
理、衣裳などで周年アニバーサリーを
祝うと、幸福が訪れると言われてい
る。ブライダル業界の新たな可能性
を第一人者が提言する。

7

7

7

7

7

30

H会場

14：30～15：30

弁護士がすすめる
『請負契約デジタル化』

31

A会場

15：00～16：00

セレモニーの価値・意味を
深めるポイント

弁護士ドットコム

執行役員 クラウドサイン
事業部長 弁護士

31

10：30～11：30

花嫁を魅了し続ける
クラフトマンシップの真髄

安藤正樹氏

中本哲宏氏

F会場

15：30～16：30

ブライダル業界の
体質改善ブランディング

全米ブライダル
コンサルタント協会

ノンバーバル

小原義之氏

冨士武徳氏

米国で人気のエンターテイメント性
のある体験型ウエディング演出やデ
ザインを小原氏が解説。また、欧米
で人気ドレスの情報収集をする花嫁
が増えているなか、ドレストレンドを
プランナー目線で紹介する。

会場で婚活パーティ
～模擬体験開催～

伊藤羽仁衣氏

7

アジア・オセアニア統括代表

12：45～13：45

有賀明美氏

7

プランナーのための米国演出
＆ドレストレンド

D会場

IBJウエディング

7

31

31

リクシィ

花嫁から圧倒的な人気を得ている伊
藤氏のウエディング＆カラードレス。
その満足度はインスタ映えだからで
はなく、高いクラフトマンシップがあ
るからこそ。結婚式全般において求め
られる『本質』とは何かを探る。

15：30～16：30

11：15～12：15

多様化する婚礼ニーズ
求められる挙式の在り方とは

Wedding dress designer

この先の人生を一緒に歩む決断をす
る、結婚『式』
。人前式だけでなく、
キリスト教式にも通じるセレモニー
の価値の高め方とは。
「挙式が感動的
だった」とゲストから言ってもらえる、
セレモニーの創り方を学ぶ。

D会場

D会場

THE HANY

きちんと契約すべきだけれど、紙だと
手が回りきらないことも？請負契約を
デジタル化すればメールと同様のス
ピード感で契約可能。事務作業・コ
スト削減にも効く仕組みと実務を弁
護士が解説する。

31

31

テイクアンドギヴ・ニーズ

ウェディングアドバイザー

橘 大地氏

C会場

代表取締役

某大手コーヒーブランドやコンフォー
トホテル・レストランなど、様々な業
界でブランディングコンサル・デザイ
ンを手がける冨士氏。トレンドの追従
ではなく、自社のブランド価値を高め
る手法を解説する。

31

I会場

12：45～13：45

婚礼業界でも発生したSNS大炎上
必要な予防／監視／対応
NTTコム オンライン・
マーケティング・ソリューション

データ＆アナリティクス部
担当部長

中村匡史氏

7月に発生した結婚式トラブルの炎上
騒動。一度炎上が起こると、業績にも
大きな影響を与える。ソーシャルリス
クマネジメントの第一線で数多くの
実績を有するコンサルタントが、様々
な事例とともに対応策を指南。

代表取締役社長

『gensen wedding』や『Choole(チュ
ール）』等のサービスを展開する同
社。多様化する婚礼ニーズついて、安
藤氏及びバリューマネジメント・他力
野氏、ホテル雅叙園東京の森木氏を
招き、答えを導き出していく。

7

31

H会場

13：15～14：15

エンタメ・マジックで
単価アップするしかけ
エンタメポケット
代表取締役社長・
認定マジシャン

竹俣和弥氏

プロのマジシャンが明かす、エンター
テインメント演出による単価アップの
手法。自らも婚礼演出に場に立ち、契
約会場の新規接客も行なう竹俣氏に
よる成約率＆単価アップの技とは。タ
ネとしかけを披露する。

代表取締役社長

IBJに加盟するブライダル会場の中に
は、月に700名を集め200万円以上を
売上げるところもある。結婚式場、ホ
テルでの婚活パーティの可能性。さら
に意外に簡単にできることを知れる、
模擬パーティを開催。

事前登録は
こちらから

