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コロナで結婚式延期や、ゲス
ト数を減らさざるを得なくなっ
たお客様に対して、挙式やフォト
ウェディングのプレゼント、おト
クなプランを打ち出すブライダ
ル企業も少なくありませんが、
私は「お客様のニーズとズレて
いるのではないか」と感じてい
ます。なぜなら、思い通りの結婚
式を挙げられないのは、経済的
な理由だけではないからです。
コロナ以前の少人数婚は、経

済的な理由や再婚、授かり婚な
ど、大々的に挙げられない、挙

げたくないといったお客様が多
かったかもしれません。でも、コ
ロナでやむなくゲスト数を減ら
すお客様は、決して安く、手軽
に済ませたいわけではない、む
しろ、多少予算をかけても夢を
叶えたい、コロナでも満足のい
く結婚式を挙げたいといった心
境ではないかと思います。

そこで、当社運営のECサイ
ト「COR DY（コーディ）」で
は、「コロナでやむなく少人数
ウェディングを選ぶ方へ」という
テーマの特集記事をシリーズ配

信しています。人数を減らしても
幸福感の変わらない提案やアイ
デアを紹介することで、結婚式
に対する夢や憧れを失わず、ワ
クワクしていただきたいと考え
るためです。
たとえば、20名前後の場合、

80名よりも機動性が高まるの
で、プチ旅行を兼ねて近場のリ
ゾート地まで足を延ばすといっ
た過ごし方も提案しやすくなり
ます。また、お色直ししない代
わりに、オーダーメイドのウェ
ディングドレスに憧れを詰め込
むといった楽しみ方もあると思
います。
「大切な家族や親族だから

こそ、とことん感謝をお伝えし
たい」という考えにもなりがち
なので、ギフトも重要なポイン
トです。
気の利いたギフトの1つとし

て、ゲスト1人1人のポートレー
トもおススメです。会食中、フォ
トスポットなどでプロのカメラ
マンに撮ってもらった写真を、
お見送りの際に渡すというの
も、少人数ならではの贈り物だ
と思います。夫婦で参列してい
る親戚の場合は、ツーショット
が良いでしょう。一般的に、結
婚式は正装して出かける数少な
い機会でもあるので、美しい景
色などをバックに撮る記念写真
は、ほとんどのゲストに喜ばれ
るのではないでしょうか。ポー
トレートと別に、ゲスト1人1人
と新郎新婦の記念写真をセット
にしても良いと思います。

祖父母など高齢のゲストはコ
ロナ感染を懸念して参列を諦め
るケースも出てくるでしょう。で
も、ご祝儀は送ってくれたりす
るので返礼品が必要です。
祖父母に対しては記念写真

をフォトフレームに入れて贈る
のもおススメです。結婚式のベ
ストショットと祖父母と一緒に
写っている幼少時代の思い出の
1枚をセットし、見開きタイプの
フォトフレームなどに入れて贈
ると、孫の幸せな様子を眺めて
喜んでいただけると思います。
参列しない親戚もご祝儀は

10万円前後、包んでくれたりす
るので、料理などでおもてなし
できない代わりに、返礼品で感
謝を伝えたいところです。「お返
しは半額程度」という「半返し」
のマナーに則して、5万円前後
がおススメです。一般的に5万
円もの高価なギフトを贈る機会
は滅多にないので、ウェディング

プランナーの提案が求められる
と思います。
たとえば、まだ注目されてい

ないけど評価の高い銘柄牛、ヘ
アサロン仕様のドライヤーなど、
「自分では買わないけどもらっ
たら嬉しい」といった視点で10
アイテム程度、提案できるよう
にしておくと、お客様からの信
頼感も高まるのではないでしょ
うか。

こうしたアイデアをひら
めいたのは、あるブライダ
ル企業の社長との会話が
きっかけです。その企業
は都心から1時間程度のリ
ゾートホテルで結婚式の
プロデュースを手掛けて
おり、コロナで少人数婚に
切り替えたお客様の問い
合わせが増えているとの
こと。元々都内のホテルな
どを予定していたが、近
親者だけで集まるなら、
風光明媚な近場のリゾー
トでゆっくり過ごしたい
と、式場を選び直している
というのです。
私は「3年前頃の構想が

時代に合ってきたのでは
ないか」と直感しました。
「構想」とは、少人数

専用の式場やサービス。
パーティースペースは20〜
30名にちょうどフィットす
るサイズで、高層階や海
辺など美しい景色を望め
たり、チャペルや衣裳室、
控室などを1棟に集約しワ
ンストップで完結する、料
理やサービスもハイクオリ
ティ、「その式場で挙げた
いからゲスト数を調整す
る」と言われるぐらい魅力
的な式場です。
チャペルや音響など、

設備が整っていないレス
トランや、パーテーションで区
切っただけの味気ないホテルの
宴会場しか選べないなら、「挙
げなくていい」と断念していた
お客様にとって、そうした会場
が新たな選択肢になるのではな
いかと考えたのです。

この構想のきっかけは、少人
数婚が増加しそうな予兆を感じ
たことです。たとえば、スタッフ
の結婚。会社関係のゲストは招

待しない、「なし婚」というケー
スが目立つようになり、「結婚
式の仕事に就いていてもそうな
のだから、一般のお客様はなお
さらだろう」と思うようになりま
した。
彼らが80名規模の結婚式を

選ばないのは、経済的な理由で
はなく、人付き合いに対する価
値観の問題です。特に、人間関

係が希薄になりがちな都
心部では、「Aさんを招待
するならBさんも」といっ
た流れで関係の薄いゲ
ストが増えるような結婚
式は敬遠される傾向が強
まっていると感じていまし
た。
5年前頃、ノバレーゼで

金沢と長野に作った少人
数会場もヒットしていて、
都心部で見受けられる価
値観は、地方都市にまで
広まりつつあると確信し
ました。
「家族や親族だけで挙

げたいけど、安っぽいの
はイヤ」といったニーズに
対して、受け皿がなければ
「なし婚」になってしまう
ところ、新たな選択肢を
示すことで1組でも多く挙
げていただけたら価値が
あると思ったのです。
予期せぬ望まない形で

はありますが、似たような
価値観のお客様は、コロ
ナにより増えていると感じ
ています。

コロナでも結婚式を挙
げると決めたお客様に対
して、ブライダル企業がす
べきことは、プレゼントや
割引ではなく、お客様の
ニーズに真剣に向き合い、
求められる提案をするこ
とだと思います。
感染防止のために、受

付での体温チェック、ア
ルコール消毒、スタッフの
マスク着用など、できる限

りの対策は講じるべきですが、
「パーティー会場では必ずソー
シャルディスタンスを守って」
「食事以外はマスク着用を徹
底」「会話は小さな声で」など、
楽しいパーティーに水を差すよう
なことを言うべきではないと思
います。
どんなに対策してもリスクを

ゼロにすることは不可能。お客
様にもご理解いただいた上で、
様々な制限がある中でも、でき
る限り楽しんでいただくための
提案をすることが、プロとして
の役割ではないでしょうか。

ノバレーゼ創業者。挙式・披露宴の企画・運営を行
う総合ブライダルビジネスを展開。同業他社とは一
線を画す「モダン」で「スタイリッシュ」な結婚式場を
中心に、ウエディングドレスショップやレストランを全
国で運営。また、歴史的建造物や経営難に陥った
ホテル、料亭、レストラン、結婚式場等を再生させる
再生ビジネスにも注力するなど、経営責任者として
主に店舗開発と、人材の採用・育成の面でその手
腕を振るう。
2017年7月、ハイパードライブ創業。2019年10月、
ウェディング特化型ECサイト「CORDY（コーディ）」
をオープンさせた。式場経営時代とは異なるアプ
ローチでブライダル業界の活性化を目指すと同時
に、飲食事業や海外インテリアの輸入販売など多
角的な事業展開を図る。

浅田剛治氏
社長ハイパードライブ
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安
く
・
手
軽
に
挙
げ
た
い
わ
け
で
は
な
い

人
数
減
で
も
幸
福
感
の
変
わ
ら
な
い
提
案
を

家
族
だ
け
で
も
贅
沢
な
結
婚
式
の
受
け
皿
を

「良い人」になることは簡単だが「すごい人」になることは難しい

連 載 浅 田 剛 治 の
ハイパー仕事術

コロナでも満足のいく
結婚式を挙げたい

ゲスト1人1人の
ポートレートというギフトも

5万円前後の高級ギフトも
提案できるように

人付き合いの変化も
少人数化を後押し

小さな農村に生まれた1人の女性が、
ベトナム戦争に翻弄されながらもたくま
しく生き抜いていく実話に基づくストー
リー。スパイと疑われて拷問を受けた
り、恋に落ちた米兵と渡米し結婚したも
のの相手は自殺、精神的に深い痛手
を負いながらも実業家として成功する、
波乱万丈の人生が描かれています。
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 少人数婚＝価格重視とは限らない

3年前頃から
少人数専用の式場＆
サービスを構想

少人数婚を選ぶ理由 顧客心理 求められる提案

コロナでやむなく人数減

● コロナでも満足のいく
　結婚式を挙げたい
● 理想の結婚式が
　叶わないのは残念
● 多少予算をかけても
　夢を叶えたい

● 人数減でも幸福感の
　変わらないアイデア
● 大切な家族を贅沢に
　もてなす方法
● お色直しなしでも理想の
　花嫁姿を叶える方法
　　　　　　　　　　 など

経済的な理由
● 予算を抑えたい
● 手間暇かけずに
　手軽に挙げたい

● おトクなパッケージプラン
● 挙式のプレゼント
　　　　　　　　　　 など


