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ブライダル産業新聞

限定のチャペルレストラン 2日間で300名の来客見込む

兼六園の隣に新規会場オープン

リビエラ東京
（東京都豊島区）
が運営するリビエラ逗子マリー
ナ（神奈川県逗子市）は、12月
23日 か ら24日 の2日 間 限 定 で、
シーサイドチャペルをレストラ
ンとして営業する。完全予約制
で ラ ン チ タ イ ム が11時 〜13時
半、ディナーが16時〜19時まで
となっている。
「レストランは最大で約50名
収容となります。ランチ2回転、
ディナー2回転として、2日間で
300名の利用を見込んでいます。

クリスマス以外でレストランと
スペース完備のランチタイムな
しての開放はしていないので、 ども用意。クリスマスを祝うカ
希少な機会にぜひ利用してほし
ップルから子連れの夫婦に至る
い」
（営業部大川内一樹氏）。
まで、幅広く利用できる体制を
クリスマスイベントでチャペ
整えた。
ルレストランをオープンす
るのは今回で3回目。婚礼
の状況によりオープンの仕
方 が 異 な る が、 客 入 り は
上々だという。
料金はランチが一人8000
円、ディナーが1万2000円。
レストランは子連れでも
安心して使えるようキッズ ▲チャペルのレストランの様子

エスクリ

エスクリ（東京都港区）は、
石川県金沢市の兼六園近くに
新規出店する。平成27年3月
期中に開業準備を行い、平成
27年春（4月から6月）にかけ
て店舗がオープンする予定。
金沢城
店舗はゲストハウス型で、
公園
出店予定地
1チャペル2バンケットの予定
兼六園
となっている。面積や店舗名
などは未定。
▲兼六園や金沢城公園から近い好立地
金沢は北陸地方の中核
都市であり、平成27年春
に北陸新幹線が開通する
ことなどから、長期的な
人口減少のリスクが少な
どが集まっています。そうした
チッタウエディング
いと判断。日本三大庭園
店舗を活用し、他の会場ではで
の兼六園と金沢城公園に
複合施設ラ チッタデッラを
きない強みを成約特典としまし
隣接し、観光名所のひが
運営するチッタエンタテイメン
た。レストランなどのリピータ
し茶屋街からも徒歩圏内
ト（川崎市川崎区）のチッタウ
ー創出にも繋がります」（企画
であることから需要は多
エディングでは、成約特典とし
管理本部長戸田裕司氏）。
いと考え、出店を決定し
てレストランや雑貨が割引にな
特 典 は レ ス ト ラ ン「I L
たという。
るカルタサンタンジェロをプレ
PINOLO（イルピノーロ）
」の
同社は新幹線が通る交
ゼントしている。
スペシャルランチが4000円から
通の要衝に多く出店しており、
「当施設はレストランや美容
3000円に、ディナーは8500円か
今回もその戦略の一つとなる。
専門店、アクセサリーグッズな
ら6000円に値引き。ハワイアン

連載
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ワールドスポーツコミュニティ
海外のスポーツ観戦チケット
手配などを行うワールドスポー
ツコミュニティ（愛知県名古屋
市）は、10月30日から海
外のスタジアムで挙式す
る「スポーツ×ウエディ
ング」を発売した。
同社は年間約3600件の
スポーツ観戦チケットの
手配をしており、そのう
ちの60％がハネムーンで
の利用。結婚式の需要も
多いと判断した。
「国内で結婚式を終え
たカップルが、ハネムー
ンで ついで に結婚式
をしたり、10周年・20周
年の記念に挙式をすると
いった利用方法もあるは

玉川
図書館

▲パーティもできる

レストランや雑貨を特別割引 成約特典カルタサンタンジェロ

ブライダル維新

―激動の時代を生き抜くヒント―

著者：森山圭
（フォーディメンション社長）

緊急企画

ジュエリー「ラハイナ」う専門
店「ララルウ」のエクステが
10％割引きになるサービスな
ど。
「フットサルコートや映画館
などを使った結婚式を提案して
おり、複合施設らしさをアピー
ルしてきました。結婚式後も足
を運びたくなる仕組みを用意
し、顧客囲い込みを行いたい」
。

ずです。新たなスタイル
を提案し、ナシ婚層掘り
起こしに繋げたいです」
（担当江藤未来人氏）
。
会場となるのはスペイ
ンバルセロナの FCバ
ルセロナ 本拠地「カン
プ・ノウ」と、ハワイ大
学ウォーリアーズ（アメ
フトチーム）
の本拠地
「ア
ロハスタジアム」の2つ。
「 カ ン プ・ ノ ウ 」 は、
挙式、フォト、記録映像、
音楽隊などの料金が含ま
れて1組150万円。現地で
は挙式する場合は必ず披
露宴をしなければならな
いが、同社が交渉し、日
本人向けに挙式だけでき
るプランを立ち上げた。
日本人限定のスペシャル
プランとなる。挙式時間は、夏
が19時半以降、冬が18時以降と
限りがある。
「アロハスタジアム」は2時間
の貸し切りで15万8000円。挙式
と写真が含まれている。
「アロ
ハスタジアムは料金を抑えて、
比較的自由に使えるようなプラ
ンにしました」
。

▲思い出に残る一枚

後を絶たない食品偽装問題、消費者の目は厳しくなっている

ホテル・レストラン業界の「誠実さ」が問われている

ホテル業界激震・食材表示問題を考える
す。牛肉の産地や菓子の製造日、
最近でもウナギや米の産地な
ど、この10年の間に数え切れな
いほどの食品の偽装表示問題が
発覚しました。消費者は、渦中
の企業がトップの退陣や組織の
再編などを余儀なくされていく
さまを、繰り返し見続けてきた
のです。
そういう消費者に本当に喜ば
れる料理を提供したいなら、嘘
をつくのは良くありません。ホ
テル・ブライダル業界も、過去
の問題を教訓とし、自社の組織
管理に役立てていくべきだと思
います。
人間の仕事ですから、ヒュー
マンエラーを完全になくすこと
はできないでしょう。組織のト
ップやマネージャーは、それを
踏まえて、問題が大きくなる前
にリスクを最小限に抑える仕組
みを確立する、具体的には相互
チェック機能を取り入れること
などが求められます。現場社員
が正しく、誠実な仕事ができる
環境をつくるのも、トップやマ
ネージャーの大事な仕事です。
熱い料理を熱い状態のまま出

せるなら「熱々」
、仕込みに１
週間かけているなら「１週間仕
込んだ」など、料理のおいしさ
を引き出す表現はいくらでもあ
ります。本来の良さを引き立て
るために知恵と工夫を使ってい
ただきたいですし、当初と変わ
ってしまった場合は、変更の趣
旨を伝えてほしいものです。
今回の一件で、消費者の間で
ホテルやレストランのサービス
に対する疑念が深まることを心
配しています。ブライダルビジ
ネスでもそうですが、ホテルを
選ぶ人は、ホテルの商品・サー
ビスが一定以上の水準にあるこ
とに価値を感じています。「ホ
テルなら間違いない」という評
価をしているから、多少高いお
金を支払ってでもホテルを選ん
でいるのです。今回、この価値
・評価が揺らいでしまうことを
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大手ホテルチェーンのレスト
ホテル側は「筆がすべった」
ランで、メニューに書かれてい 「業界の慣習だった」とも説明
るのと異なる食材を使っていた しています。
問題が大きく報じられていま
冷凍まぐろを「鮮魚」と表示
す。報道をみるかぎり、この問 したことを批判する報道には、
題にはホテルの管理体制が大き ホテル業界から異論も多く出て
く関わっているように思いま いるようで、。「国内で出回って
す。ちょうど、この連載でマネ いるまぐろの多くは冷凍。冷凍
ジメントのあり方、組織人とし 技術は発達しており、味も良い
ての気持ちの持ち方を取り上げ ものが多い」という意見もお伺
ていましたので、ここでいった いします。
。
ん、食品表示問題に対する私の
でも、明確な定義ではないに
考えをお話しします。
しても、鮮魚＝「新しい新鮮な
なぜ、正しい表示ができなか 魚」という意味を考えると、冷
ったのでしょうか。毎日の業務 凍したまぐろを「鮮魚」と表現
に追われていたのか、いちいち するのは、本当に問題がないの
メニューを書き換えるのが面倒 でしょうか。魚は鮮度と味が比
だったのか。それとも、おいし 例するように見える食材です
く見せたい、高級料理に見せた が、味の良さは漁獲時期や処理
いという心理が働いたのか。利 の仕方や流通経路にもよるので
益創出のためでしょうか？いろ 分けて考えるべきです。メニュ
いろな可能性が言われています ーを考えるにあたって、こうし
が、いずれの場合にしても「誠 たところまで思いが至らなかっ
実さ」が欠けているように思い たところに、認識の甘さが現れ
ます。食材は、仕入れから調理 ているようにも思います。
の段階まで複数の部門・スタッ
修正例 鮮魚のサラダ ⇒
フが関わります。それなのに、 海鮮サラダ
誰も気づかなかったとは考えに
食材表示をめぐる消費者の意
くいと言わざるを得ません。
識は、年々厳格さを増していま

〔施設・プロデュース〕

スポーツウエディング提案
海外挙式の新たなスタイル

リビエラ逗子マリーナ
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懸念しています。
食品の偽装問題が後を絶たな
い背景には、企業側に「消費者
にも食材の良し悪しが分からな
いだろう」という意識があるこ
とが挙げられます。実際のとこ
ろ、分からないところも多々あ
りますが、信頼感が価値である
ホテルがそれに甘えてはいけな
いとも思います。
渦中のホテルチェーンにとっ
ては、変革の一大チャンスだと
思います。世の中の視線が自社
に集中している間に、コソコソ
とメニューを書き換える他のホ
テルよりも、よっぽどもことの
重大さを感じていらっしゃるか
らです。信念をもって取り組む
ことで意外と早く信頼を回復す
るかもしれません。期待してお
ります。
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