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特集

フォトウエディングの深め方

●●

コロナ禍により、フォトウエディングの人気が急増しています。挙式・披露宴ができなくなったので仕方なく…と、当初はネガティ

ブに捉えている方も少なからずいらっしゃる中、その体験を通じて「フォトウエディングをやってよかった！」と思いを新たにされる

方も多いようです。それは単に写真を撮るだけでなく、新郎新婦のさまざまな思いを引き出して撮影に生かしているからではないで
しょうか。

そこで今回、フォトウエディングの各社の取り組み内容や、フォトスタジオの検索サイトから見た反響のある事例、ウェーファーペー

パーフラワーという新しいフォトアイテムなど、単に写真を撮るだけに終わらせない、フォトウエディングの深め方をさまざまな角度
から掘り下げていきます。

CONTENTS

恋愛リアリティショーで出会い、2020 年 7 月
に結婚されて話題となった友永真也さん＆恵さ
んの「LUMINOUS お台場」でのウエディング
フォト。ふたりは 21 年の挙式・披露宴を検討
しているが、「コロナ禍の今でもできる結婚式」
として
「studio LUMINOUS」
でのフォトウエディ
ングを利用された。画像提供：タメニーアート
ワークス㈱
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総論「ニーズを深掘りすることで高まる魅力と満足度」
㈱ウエディングパーク 小林 司忠氏
ワタベウェディング㈱ 渡邉 太悟氏
タメニーアートワークス㈱ 貝瀬 雄一氏
ホテル雅叙園東京 森木 岳明氏
クリオマリアージュ 武田 和子氏
REVE&Co. 佐伯 恵里氏
Editor’s EYE ～
一般社団法人ウェーファーペーパーフラワー協会 福谷 直美氏
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● 特集

フォトウエディングの深め方 ●

ニーズを深掘りすることで高まる魅力と満足度
今回の特集ではフォトウエディング（以下フォト W）に対する各社最新の取り組みと、コロナ禍の前後でどのようなユーザー変化・マーケット
の変化があるのかを取材しています。その結果分かったのは、以前からフォトＷのマーケットは成長しながらもそのスタイルなどは進化してき
ており、それがコロナ禍という特殊環境もあり、より鮮明に浮かび上がったということです。
現状でも「フォトＷは多くのカップルに認知されたウエディングスタイル」となりつつありますが、
「2020 年が時代の大きな転換点だった」
と後世に言われる可能性もあります。この特集が皆さんにとって、
「今後どのようにフォトＷに向き合っていくべきか？」を考えてもらえるよいきっ
かけになればと思います。

売り上げ・問い合わせ増の要因に

戦略を転換し、売り上げを以前の 3 倍に

ているプランナーが片手間のような感じ

組織力強化などの施策あり

まで伸ばしたのがホテル雅叙園東京で

で手掛けるとうまくいかない」というコ

す。副総支配人の森木岳明氏によると

メント。新郎新婦がどんな思いで写真を撮

「フォト W とは？」、広い意味では結婚

フォト W を希望する層は“結婚式”で

ろうとしているのかまで、深くヒアリングしよ

式を行なうカップルが「当日に時間が取

はなく、異なるワードで検索されている

うとしている姿勢が印象的でした。

れない」、
「当日とは別の衣裳・ロケーショ

と指摘してくれました。
フォト W 自体にも新たな傾向が

ンで撮影したい」などのニーズから行な

自社ホームページからの集客が多数を

うもので、前撮り・後撮りもその範囲に

占めるそうですが、㈱ウエディングパー

含まれます。加えてリゾート婚で挙式 +

クが運営するフォト W のポータルサイ

構図の取り方などのトレンドや、ユー

ロケーションフォト、あるいは挙式・披露

ト「Photorait（フォトレイト）」からも

ザーの変化についても質問し、各社から

宴なしで撮影を行なうカップルもいます。

一定の集客があるようです。そのほかで

最新の情報を紹介していただきました。

マーケット規模について、フォト W

は、実施カップルの Instagram をはじ

ドラマチックでとがった写真、透き通る

スタジオの「studio LUMINOUS」を展

めとする、SNS を見た顧客からの問い

ような空気感の写真は 20 代の若者向け

クリオマリアージュは昨年 9 月、リゾートスタイルのホテル『箱根リトリート』とコラボした、小旅行を楽しみながらの “ フォトトリッププラン ” を発表。このよう

開するタメニーアートワークス㈱の貝瀬

合わせ件数が多いとのことでした。

で、30 代後半など年齢を重ねたカップ

な滞在型のフォトウエディングプランの流行の兆しが見られる

雄一氏は「3 万組程度だったのがコロナ

また、撮影したフォトやアルバムなど

ルには、これまで通りナチュラルで等身

禍で 5 万組前後まで増えたのでは」と推

の成果物に満足してもらうためには、ヒ

大の写真を好む傾向にあるようです。街

めたスタイリング全体にこだわる傾向が

いくかについても各社に聞いています。

街場の有力スタジオと比較して、これま

測されています。年間 5 万組と言えばハ

アリングによりカップルが真に望む願望

場のスタジオも多く掲載する Photorait

出ているそうです。

そんな中で非常に印象深かったのが、カ

でフォトＷには力を入れてはきませんで

ワイなどの海外ウエディングに近い組数

や理想形を引き出す必要があります。そ

では、「韓国や台湾フォトなどのテイス

同社では比較的高額なドレスが選ばれ

メラマンの撮り方やキャラクターなどを

した。しかし、今後は新たな顧客の入口

です。コロナ禍により、国内・海外とも

の点でもホテル雅叙園東京では、プラン

トを好む層も着実に増えてきている印

ることも多いようです。他社でも「和装

熟知した上で撮影チームを編成し、新郎

として魅力あるプランを設ける必要があ

リアルな結婚式の実施を延期するなどし

ナー経験者を中心にフォト W 専任チー

象」とのことでした。

も撮りたい」など、こだわりポイントに

新婦の希望するイメージとマッチングさ

るでしょうし、その顧客をレストランな
どの記念日利用につなげていく工夫も求
められます。

たカップルが、
「写真を残したい」とフォ

ムを立ち上げたことが売り上げ増・単価

ト W を実施したことで組数が伸びてい

アップにも大きく寄与しています。

るのだと推測できます。

現在フォト W チームは 7 人が在籍。

また LUMINOUS では韓国フォトの特

お金をかける傾向が出ていて、「フォト

せるスタイルのフリープランナー・佐伯

徴である、大きなスタジオで余白を大胆に

W ＝安い」、「予算がないから選ぶ」と

恵里氏のコメントです。

取る構図と、レタッチをかなり入れて加工

いう認識は、もはや過去の話と言えるか

顧客がこれまで歩んできた道のりや今

そして佐伯氏からは「“ウエディング

具体的な数字として、例えば全国で

今後は出産や育児休暇明けのプランナー

する技術が特徴となっています。それが、
「こ

もしれません。

後目指すライフスタイルなどをしっかり

＝式と披露宴”という固定観念が揺れて

15 店舗のフォトスタジオを運営するワ

も働けるよう、現場プランナーの働き方

うなりたい」と理想を思い描く新婦に支持

“フォトの汎用性”という意味から、フォ

ヒアリングして、それをフォトに生かす

いる現在、写真を撮ることが自分たちに
とってのセレモニーと考えるカップルが増え
るかもしれない」との話もありました。

トウエディングを彩るアイテムとしてた

というスタイルは、まさに会場で働いて

㈱ コ ー ド ス リ ー が 運 営 す る「Cli'O

くさんの可能性を秘めているのが、( 一

いるウエディングプランナーと何ら変わ

「人」の育成に力を入れてきた点ではワ

mariage（クリオマリアージュ）」では、

社 ) ウェーファーペーパーフラワー協会

りはないはずです。そして顧客への深い

コロナがある程度収まっても、3.11 東日

しかし貝瀬氏によれば「いつか式を

タベウェディングも同様です。フォト

3 年前から撮影した写真をペーパーアイ

の食べられるウェーファーペーパーフラ

ヒアリング内容を共有できていれば、撮

本大震災の起こった 2011 年秋～翌春と同

挙げたい」と考え、今は時節柄フォトだけ

W を希望するカップルのニーズを掘り

テムやパネルなどに利用するなど、撮影

ワーです。ウエディングケーキにも飾る

影チームに細かいディレクションをせず

じように顧客が戻ってきてくれるか？ は不
透明です。そのため今からフォトW に注力

タベウェディング㈱では、昨年後半 3 カ

に幅を持たせる部署としても稼働させた

月の平均単価では対前年比 30％増、申

いとのことでした。

込件数も 170％まで伸びたそうです。

される要因となっているようです。

先行して撮影しておこうというカップルもか

下げて満足度を高めるため、以前の「コー

目的の範囲が広がっています。それによ

ことができて、季節を問わず好きな花を

とも、プランナーの設計通りのクオリ

なり多いとのこと。その意味では未来のリ

ディネーター」から現在は「フォトプラ

りフォト W にフォーマル感よりむしろ、

あらゆる色で制作可能となります。これ

ティー & 顧客の望む方向性で仕上がっ

するべく組織力をつければ、多様化したお

アルウエディング実施にいかにつなげられる

ンナー」へと名称を変更。フォトプラン

ファッション性を求めるカップルが増え

はフォト背景のコーディネートにも使え

てくるもの。そのようにフォト W に関

客さまとの入口として機能するでしょう。そ

か、その施策も大切だと感じました。

ナーを中心にカメラマン・衣裳・美容な

ているとのこと。さらに、アルバムを完

る特徴あるアイテムとなりそうです。

して信頼できるプロフェッショナルであ

れによりレストランでの会食や家族フォトな

どのプロフェッショナルが、チームで製

成させるというこれまでの目的から、撮

るスタッフとチームで対応・制作するこ

どでの再来も期待できますし、式を挙げて

とが、これから求められる重要なポイン

いないのであれば実施も提案できます。フォ

トだということです。

トW を深めればそんな事業上のメリットも

そんな中、「フォト W と通常の挙式・
披露宴を検討する層はまったく別のユー

作する体制となっています。

影をより楽しむ方向性に意識が変化して

ザー層。そのため訴求方法からサービス

両社に共通する話として興味深かった

いること。それにより顧客が心地よいと

の提供の中身まで変える必要がある」と

のは、「普段は会場のウエディングをし

思えるロケーション選びや、ドレスを含

16

集客の入口としてのフォト W
フォト W を今後どのように展開して

一方、ホテルや結婚式場などの施設は

得られるはずです。
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● 特集

フォトウエディングの深め方 ●

Editor’s EYE

ウェーファーペーパーフラワーとカリグラフィーを
融合させたセンスあふれるウエディングアイテム
カリグラファーとして活動している福谷直美さんと、同じくカリグラファーとして、そしてフォトグラファー・フォトスタイリストと
しても活動している寺田真理さんが 2020 年に立ち上げたのが『一般社団法人ウェーファーペーパーフラワー協会』だ。協会では現在、
ウェーファーペーパーフラワーのディプロマコースを主催し生徒さんへ指導するほか、さまざまなウエディングアイテムの制作・販売を
手掛けている。中でもカリグラフィーを用いたウエディングのトータルコーディネートには注目したい。福谷氏にデザインの魅力や、今
後の商品展開などについてお話を伺った。

＜お話を伺った方＞
（一社）
ウェーファーペーパーフラワー協会
代表理事

福谷 直美氏

でほしいという思いから考案したものでしたが、プレ花嫁さん
や知り合いのレストランから問い合わせをいただき、販売する
ことになりました」
この飛沫防止パネルには、文字や記念日、自社ブランドのロ
ゴなどをカリグラフィーで刻印できるという。
「ガラスカラーのアクリルに取り外しができるステンレスの支
柱を付けたデザインは、うちわのような形をしていますが、テー
ブルの花瓶にお花と一緒に挿すとコーディネートの一部となり
ます。大切な一日の記念写真に写り込んでも、世界観を崩さず
おしゃれに見えるように制作しました。飛沫防止パネルは協会

間の寺田さんとふたりで協会を設立することにしました」

が販売する商品の第一号です。今後はカリグラフィーを用いた

ウェーファーペーパーフラワーは、実際に口にするウエディ

メニュー表や席札、テーブルナンバーなどのウエディング関連

ングケーキにも飾ることができる。さらに季節を問わず好きな

アイテムで、結婚式全体のトータルコーディネートをご提案す

花をあらゆる色で制作できるため、コーディネートや撮影にも

る予定です」

便利だ。ウエルカムリースやウエルカムケーキなどの装飾用を
はじめ、ガーデンウエディングで人気の花かんむり、衣裳の色

あらゆるお祝いシーンにオススメの

に合わせたブーケなど、展開できるアイテムは多岐にわたる。

フォトブースアイテム

手書きの文字を転写した可食ペーパーと、ウェーファーペー
パーフラワーをデコレーションしたケーキや、文字をオブラー

フォトウエディングに活用できるアイテムも開発中だ。

トに転写した『オブアート』など、カリグラファーとしての技

「新型コロナウィルスの影響で、結婚式や披露宴をやむなく延

術を生かしたアイテムとのコラボも多く生み出しているため、

期されるカップルも多いと聞きました。まだこの状況は続くで

細部までトータルコーディネートできるのだ。

しょうし、結婚式は先でも写真は撮っておきたいという方のた

「ウェーファーペーパーフラワーとカリグラフィー。どこに接点があ

めに、協会ではフォトブースアイテムの販売を考えています。

るのだろう？と思われますが、どちらも真っ白な一枚の紙から手仕

カッティングシートにカリグラフィーでメッセージやお名前、

事でお花や文字を作り上げる作品なのです。デジタル化が進む時

記念日などをデザインしたバルーンや、フォトブースの背景と

代だからこそ、ハンドメイドの温かみのある文字と素敵なお花を心を

なるタペストリー、フォトプロップやケーキトッパーなど、オ

込めて制作し、お届けしたいと思っています」

リジナル感を演出できる商品を販売予定です。オーダーをいた

福谷氏と寺田氏で制作したテーブルコーディネート例

だいてからデザインに入るため、ウエディングだけでなく、お
食べられる紙でつくる

コロナ禍でもオシャレに！飛沫防止パネルを開発

ウェーファーペーパーフラワーとの出会い

子さまの誕生会やクリスマス、ハロウィーン、七五三などのイ
ベントやパーティーなどにもお使いいただきたいですね」
ちなみに、すべての商品は、福谷さんと寺田さんがデザイン

ワークショップ
ジャガイモやお米のデンプン、食用油、水が主原料のウェー

を運営する中で生

だけでなく制作までの工程を一貫して行

ファーペーパー。この紙に水分と食用絵の具を加えながら薄く

まれた商品もある。

なっているというから驚きだ。

伸ばし、さまざまな花に成形するウェーファーペーパーフラ

「協会では昨年の

「デザイナー＝作り手なので、デザイン段

ワーは、食べられる材料を使っていることから、近年、海外で

夏から感染対策を

階からリアルなご提案が可能です。また、

はケーキのデコレーションなどに用いられるようになった。カ

徹底しながらワー

制作を外部発注せず、私たち自身が納得

リグラファーでありながら、ウェーファーペーパーフラワー協

クショップを開催

できるクオリティーを保つことを心掛け

会を立ち上げようと思ったきっかけとは？

し て い ま す が、 生

ているため、お客さまに満足していただ

「カリグラファーとしてペーパーアイテムの仕事をお受けす

徒さんから好評い

けるアイテム制作が可能になると思って

ることが多く、新郎新婦さまの思いを文字で表現してきた中

ただいたのがアク

います。ゆくゆくは、協会が認定したカ

で、“文字だけでなく結婚式全体をもっとオシャレに演出でき

リルの飛沫防止パ

リグラファーとウェーファーペーパーフ

るようなアイテムを手掛けたい”という思いから、日本ではま

ネ ル で す。 こ の 飛

ラワー認定講師陣も、ご依頼のイメージ

だなじみのないウェーファーペーパーフラワーを取り入れたウ

沫 防 止 パ ネ ル は、

に沿ってアイテム制作できるよう展開し

エディングケーキに注目しました。生花やアーティシャルフラ

圧迫感を感じさせ

ていく予定です」

ワーとも違い、ふんわりと軽く優しい花が食べられる紙から作

ずにワークショッ

られていることに感銘を受け、海外でウェーファーペーパーフ

プと協会が作り出

ラワーを学び技術を取得したタイミングで、カリグラファー仲

す世界観を楽しん

福谷 直美
Naomi FUKUTANI
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人とは違うオリジナリティーとセンス
カリグラフィーを施しウェーファーペーパーフラ
ワーをあしらったケーキ

カリグラフィー教室、カリグラフィーセレクトショップ「Liberty Calligraphy」主宰。2016 年からワークショップを開催、延べ 1000 人を超える方にモダンカリグラフィー
の魅力や書き方を伝授。現在はモダンカリグラフィーの基礎となるカッパープレート体からモダンスタイルをデザインするクラスを開講。20
/
年にカリグラファー、フォト
スタイリストとして活動する寺田真理氏とともに、一般社団法人ウェーファーペーパーフラワー協会を設立。
Instagram: @libertycalligraphy

のよいものを求める、今の花嫁のニーズ
にマッチしたサービスとなりそうだ。

コーディネートの一部にもなる飛沫防止パネル７枚セット
（販売価格：1 万 2000 円～（税別／卸価格））

カリグラフィーで好きな文字を入れることができ

カリグラフィーの文字が生きるネーム席札やメ

るバルーンは、フォトウエディングにもお勧め

ニューリストでテーブルを彩る（参考販売価格：メ
ニューリスト アクリル 900 円～
（税別／卸価格））

＜お問い合わせ＞一般社団法人ウェーファーペーパーフラワー協会 https://www.waferpaperflower.or.jp
＜撮影協力＞山梨県中巨摩郡昭和町飯喰 457-4 レストラン ラ・クール・ウェディング
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オモイがカタチに変わるトキ

オモイが
カタチに
変わるトキ

【ふたりの想い】

大島徹也さん＆山﨑桃子さん

ウエディングのキーワードは新婦の大好きな曲「toi toi toi!（ トイトイトイ
!）」。ドイツ語で「きっと大丈夫、いいことがありますように！」と、誰かの

CONCEPT：みんなで自然を体験しながら

幸運を願うときに使うおまじないの言葉を盛り込んだ歌詞の世界観を表現し

“toi toi toi” を一緒に踊ろう！
きっと大丈夫！など、
KEYWORD：toi toi toi（※ドイツ語で、
人を励ます時に使うおまじないの言葉）
空と海の青、お花の白
THEME COLOR：原っぱの緑、

たい。会場の希望は、長崎県諫早市飯盛町の小高い山の上にある
「殿の山
（と
んのやま）ファーム」。ことあるごとにふたりで足を運んでいた「殿の山ファ
ーム」で、自分たちが体験したことを自分たちにとって大切な人々たちと共
有できる、そんな時間にしたい。

会社を辞め、フリーとして本
格的に活動を始めるための準備

M iharu Imasaka

期間はおよそ 1 年。その間に今
坂さんがしたこととは？
「そもそも “ 結婚式 ” とはどう

コンセプトを決めて、表現する。

いう意味を持つものなのだろ

伝えたい思いを形にする。その道すじとは？

う。そんな素朴な疑問を自分自

オーダーメイドのウエディングを作り上げる

身が解き明かしたくて、教会、
神社、お寺など、儀式として結

プロフェッショナルたちに注目します。

婚式を行なっている場所へ足を
運び、結婚式で大切にしている
ことを伺いました。
というのも、鎖国をしていた
〈お話を伺った方〉

nina mariage

江戸時代に唯一海外との交易の窓口となっ

ることがプランナーの役目だと思ったので

ていた長崎には “ 和華蘭文化 ” という言葉

す」

ウエディングプランナー

があるんです。日本文化と中国や西洋の文

型通りのスタイルに収まったり、あるい

今坂 美晴さん

化が混ざり合ってできた独自の文化を持つ

はビジュアルばかりを重視したりといった

長崎という街。そうした街や文化、宗教、

ことではなく、結婚式の本質を追求した

生まれ育った長崎が大好きで、プランナ

さらには新郎新婦それぞれの背景をきちん

い。今坂さんにはそんな強い意思があった

ーデビューも長崎県内。広大なロケーショ

と理解した上で、結婚式をプロデュースす

のだ。

ンのリゾート施設や歴史ある文化財施設な
どを舞台にしたウエディングで経験を積ん
だ今坂美晴さんは、27 歳でフリープラン
ナーとしての道を歩み始める。
「“ 結婚式とはこういうもの ” という枠を
取り払い、みんなが思っている以上に、結
婚式が自由で楽しいものだということを知
ってもらいたい。そう考えたことが活動の

「結婚式はもっと自由で、楽しくて、
素敵なもの」。そのことをたくさんの
人に知ってもらいたいという思いか
らプランナー今坂美晴さんが立ち上げたプロデュースブランド。「nina」という
屋号は「2 月 7 日生まれ」「27 歳で独立」にちなみ、「27 ＝ nina」から名付けた
もの。 “ 日常の延長線上にある結婚式 ” をモットーにした自然体のウエディング
が評判を呼んでいる。 https://nina-mariage.com

幅を広げようと思った動機です」

今坂 美晴
Miharu IMASAKA
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1985 年生まれ。長崎県出身。大学卒業後、リゾート挙式専門のプロデュース会社に入社。国内リゾート施設にてウエディングプランナーとして 2 年間勤務。
その後、グラバー園などの文化財ウエディングの経験を積む。2013 年にフリーランスに転向。「nina mariage」を立ち上げる。19 年、長崎市にて路面店「atelier
nina mariage」をオープン。
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“ 結婚式をする意味 ” にこだわる今坂さ

「例えば、ファームで使用している軽トラ

そして、“ 自由 ” を求めるふたりに今坂

んのもとには、やはり同じ思いでいる新郎

に乗って新郎新婦が入場。ビーチの前の芝

さんが提案したもう一つのこと。それは挙

新婦が集まってくる。今回紹介する大島徹

生にはファームで飼っているヤギと触れ合

也さん、桃子さん夫妻もその一組。

えるコーナーを設ける。さらに会場内に誰

「おふたりの場合、結婚式のイメージがす

でも、いつでも楽しめるように楽器やおも

ジュアルに済ませるのではなく、誰に何を誓

でに固まっていたんです。まず結婚式の場

ちゃを置き、BBQ コーナーも。

うのかを明確にし、それを宣言する“ けじめ ”

所は、ふたりが何度となく足を運び、多く

逆に、用意しなかったのは綿密な進行表

いうことを理解してほしいなと。

式での “ けじめ ”。

ときもあるんですよ。この内容じゃ、うち

上げたというよりも、新郎新婦を中心にし

「挙式の内容自体は自由でいい。ただ、カ

の子を任せられないって（笑）」

たチームに私が参加させてもらっているん

一緒に楽しむことが一番！ プランナーと

結婚証明書にもさらなるこだわりが。

だということに。パーティーの最後にみん

して目指すべきものが見えた、思い出深い

「式後も見返すことができるモノと内容を

なで踊った『toi toi toi』の『大丈夫！』と

ウエディングになったのです」

が式には必要。というのも、“ 誓う ” って言

提案するようにしています。大島さんご夫

や席次表、プロの司会者。新郎新婦とゲス

葉は重々しいけれど、その内容って案外、

妻にはフラッグを提案しました。受付で

手作りの農場で、結婚式というより、みん

トが大人しく座って、同じものを見ている、

忘れがちじゃないですか？ 私は新郎新婦が

130 名ものゲスト全員に寄せ書きをしても

なで休日を過ごすようにゲスト一人ひとり

“ よくある ” ウエディングの要素をできる

大勢の方たちの前で誓ったことを忘れてほし

らい、式の最後にそのフラッグを地面に突

が思い思いのことを楽しみ、最後には新婦

だけ排除したんです。プランナーとしてお

くないので、その言葉をカタチに残す方法

き立てて、空になびかせる。フラッグの先

が大好きな『toi toi toi』の曲に合わせてみ

膳立てすることは正直、何もないくらい」

にもこだわるべきだと考えているんです」

に見えるのは、ふたりにとって大切な場所

問題は、ゲストの人数が多過ぎて農場に

ただし、プランニングをする前に新郎新

誓いの言葉に関しては、披露宴の準備が

『殿の山ファーム』。広々とした空をみんな

婦に伝えたことがあったそう。

一段落してから、じっくり考えるようにア

人が入りきれないこと。そこで『殿の山フ

「このウエディングに参加するゲストに、

ドバイスするという今坂さん。

ァーム』を見上げることのできる『結の浜

“ 義理 ” はないこと。たとえ当日に雨が降

「手紙にしたためてもらうのですが、その

ッセージが書かれたフラッグがはためいた

マリンパーク』というビーチに場所を変更

ったとしても、それを受け入れて楽しんで

内容は私が事前にチェック。何をチェック

空は、見事なまでの青空！

することに。実はその場所も、ふたりがけ

くれる人たちであること。それが心配な親

するかといえば、親御さんがその内容を聞

「実は、あまりに初めてのことばかりのウ

んかをした時に仲直りをするという、ふた

族に関しては、別に挙式披露宴の場を設け

いて安心するかどうかです。親というのは

エディングだったので、私自身、当日まで

りにとって特別な場所。ビーチでファーム

ること。結婚式は、ふたりよがりになって

わが子を命がけで産み、育てるもの。自分

不安でいっぱいだったんです。だけど、会

の雰囲気やふたりのイメージしているウエ

も、プランナーよがりになってもいけない

に代わって、この人はわが子を最期まで愛

場のセッティングをしている最中に、早く

ディングをカタチにするために、さまざま

んです。思いもこだわりも、きちんとゲス

し、守ってくれるのだろうか。そんな思い

来ていたゲストの方たちが、『手伝います

なコンテンツを用意した。

トに伝わってこそですから」

を抱きながら、親は結婚式に臨んでいると

よ！』と装飾を一緒にやってくれて。
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いう言葉が、私にとってのおまじないのよ

はプランナーである自分が提案をし、作り

のことを学んだという『殿の山ファーム』。

んなとダンスをしたいと」

そのときに気付いたんです。この結婚式

なので、親目線で厳しくダメ出しをする

で見上げる光景を想定しての提案です」
迎えた当日、130 名ものゲストからのメ

うに心をふと軽くしてくれました。
完璧を追求するよりも、一緒に作って、

挙式
ふたりが当初、候補地に挙げていた『殿
の山ファーム』を見上げることのできる『結
の浜マリンパーク』で人前式。砂浜にバージ
ンロードを敷き、セレモニー感を演出。ブー
ケはこの日、新婦の誕生日だった 5 月 1 日の
誕生花であるスズランをあしらったものに。

披露宴

ウエディングケーキ

『結の浜マリンパーク』の芝生エリアに
て。ベールを外した新婦とハーフパンツ
姿になった新郎が軽トラで入場。司会が
声掛けをして行なった演出は、パーティ
ーの最初の乾杯と最後のダンスのみ。そ
れ以外の時間はみんなが思い思いのこと
を楽しむスタイル。ケーキ入刀もあえて
ゲストを集めず、フランクなノリに。

新婦が幼い頃に大好きだったという『ぐ
りとぐら』に出てくる “ 大きくておいしそ
うなパンケーキ ” を再現！

新郎新婦によるドリンクサービス
会場内に設けたドリンクコーナー “ 青空
カフェ ” では、新郎新婦がふたりで漬けた
梅酒とあんず酒を自らサーブ。

□クリエーター紹介 スーツ：MARUBENI ドレス：HOSHI dress and wedding 撮影：photo serendipity 装花：
flower design flow ヘアメイク：Yasue Tanigawa ケータリング：kitchen labo missi デザイン：Kahan Ishimoto
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