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新規来館から成約までに
重視するメディアも変わる

今や「新規来館数を増やし
たい」というのは、全てのブラ
イダル企業の課題と言ってよい
が、当然、最終的なゴールは集
客ではなく成約してもらうこと
だ。近年のカップルが会場を探
し始めて決定するまでの流れや
行動パターンを見ていると、広
告宣伝は新規来館を促すための
もの、成約するための判断材料
になるものという2つに分けて
考えるべきだと思っている。
注目したいのは、購買行動プ
ロセスが「A（Attention・喚起）
I（Interest・興味）S（Search・
検索）A（Action・行動）S（Share・
シェア）」から「AISASAS」に
変化している点。成約するまで
の間にS（検索）・A（行動）を
2回繰り返すようになっている
わけだ。
具体的には、最初のS（検索）
A（行動）で、ブライダルフェ

ウェディングプランナーに
フォーカスした結婚情報サイ
ト「wetuku／ウェディングを
つくるひと」の設計思想は、
会場選びの判断基準として、
プランナーの人柄や仕事ぶり
といった情報を提供すること
だ。サイトでは、プランナー
のポートレイトや仕事風景の
イメージ写真に加え、プラン
ナーになったきっかけ、特に
思い出深い結婚式のエピソー
ド、自会場のセールスポイン
ト、プランニングスタイルの
持ち味が語られている。
「ブライダル業界における
集客手法は、会場のハードや
料理、演出などの魅力をアピー

結婚情報サイト「wetuku」は、結婚式場選びをするカップルにウェディングプランナーで
選ぶという新たな判断基準を提示すべく、「人」にフォーカスしたコンテンツを制作している。
運営会社の TIPLOG（東京都大田区）は、「wetuku」の開発・運営にあたり、近年の消費
者特性や行動パターンの変化にも注目し、単に来館数を増やすだけでなく、成約へのアシス
トも意識していると言い、消費者特性や行動パターンの変化は、ブライダル企業が集客難の
時代を勝ち抜くためにも、目を向けるべきポイントだと指摘する。

ルするというのが一般的です。
この結果、常に魅力的な状態を
キープするために設備投資はど
んどんエスカレート、にも関わ
らず差別化を図るのは難しいと
いうのが実態ではないでしょう
か。一方、プランナーはウェディ
ングの仕事や自会場を愛してい
てキラキラしている。これこそ、
ブライダル企業の財産であり、
打ち出すべき差別化ポイントだ
と思うのです」（高津氏）
掲載までの流れは以下の通り。
wetukuスタッフがプランナー
に取材し、記事を作成。取材の
様子は撮影し、30秒程度のPR
動画にまとめる。過去に手掛け
たパーティーの動画を提供して

アに参加する会場を絞り込んで
申込み、2回目のS（検索）A（行
動）で、見学した会場の中から
成約する会場を決めている。
それぞれのS（検索）A（行動）
で、カップルが参考にしている
のは、ブライダルフェアを予約
する際が、結婚情報誌やポータ
ルサイトなどであるのに対し、1
会場に絞り込む場面では、公式
サイトのパーティーレポートや
プランナーブログ、クチコミサ
イトなどと、重視するメディア
が異なる。

カップルは新規接客で
プランナーの重要性に気付く

当社ではカップルインタビュー
を行い、2回目のS（検索）A
（行動）において、特にクチコ
ミサイトの影響力が強いことが
分かった。大半のカップルがク
チコミサイトのネガティブな投
稿や、会場側からの返信がない
などのマイナスポイントをピッ

カップルは成約までに2回Searchする
ジャスダック上場企業、アルファSP代理
店にて企画営業部門マネジャーとして
大手飲料メーカー、鉄道デベロッパー等
のセールスプロモーション企画を立案
実行。2011年グロービス経営大学院
に入学、経営学修士を取得。
2012年に11年半務めたアルファを
退職、ポジティブドリームパーソンズに
参画後、コンサルティング事業室、バン
ケット事業室を経て、マーケティング＆
ブランディング室、商品企画室、クリエ
イティブ室の統括GMを務める。
2016年3月独立。日本のサービスコ
ミュニケーション文化にイノベーション
をおこすWEBサービスTIPLOGを立
ち上げる

高津　守  PROFILE

もらえれば、プランナーのコメ
ントと合わせて編集する。
この動画はYouTubeや SNS
でも発信し、表情や声のトー
ンなど記事には表れないプラン
ナーの人柄を会場の雰囲気と共
に表現することができる。
フェイスブックも運営し、SNS
による拡散にも力を入れる。定
期的に、プランナーの記事を紹
介する他、ターゲットを絞った
SNS広告も視野に入れている。
料金は、取材料が1人あたり
30万円、掲載料は掲載するプラ
ンナーの人数に関わらず毎月10
万円。
（右ページ下段に本紙限定の特典
あり）

昨今のカップルの購買行動プロセス

クアップして排除していく。ブ
ライダルフェアへの参加を決め
た時点では、ハードや料理や演
出などのソフトは嗜好に合って
いるため、減点法で最終判断を
しているのだ。
この状況に対し、会場側がや
れることは、クチコミサイトに
ポジティブな投稿をしてくれそ
うなカップルに書き込みを依頼
したり、ネガティブな投稿に対
しては、それ以上印象が悪化し
ないようにするための返信を工
夫したりすることなどだ。
「wetuku」は、カップルが意
思決定する際に「減点」ではな
く「加点」するための判断材料
になれるのではないかと考えて
いる。

ゼクシィ結婚トレンド調査
2016首都圏の結果によると、
会場を訪問するまでは、ハード
面や料理・演出などのソフト面
を重視する傾向が強いが、その
後、結婚式当日を終えるまでの
間にウェディングプランナーの
重要度が右肩上がりに上昇して
いる。実際の接客を受けてみて、
どこで挙げるかよりも誰と一緒
に結婚式を創り上げていくのか
という方が重要だと気付くので
はないかと見ている。
「wetuku」は、プランナー一
人一人の仕事に対するマインド
やお客様への向き合い方、これ
までに手掛けたプランニングの
例などにフォーカスしているた
め、「このプランナーにお願いし
たい」と思わせられるような加
点法の判断材料といった役割を
果たせると考えている。

過去の顧客がファンとして
プランナーを「Share」

もちろん、「wetuku」には新
規来館促進の役割もある。特に、
購買行動プロセスの最後、「Share
（シェア）」の可能性を予感させ
るエピソードを紹介してみたい。
あるプランナーがフェイス

二段構えの
集客対策

▲各社のプランナーを「差別化ポイント」
　として打ち出せるサイト

プランナーで選ぶ結婚情報サイト

主要コンテンツはプランナーへの取材記事
取材風景を撮影しSNSでの拡散も

TIPLOG　代表取締役CEO
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プランナーを通して
「サン・ワード“イズム”」を
アピール

－「wetuku」に最も期待し
ていることは？
山下　これまでの結婚情報
サイトと最も違うのは、ウェ
ディングプランナー、“人”
にフォーカスしている点だ
と思います。従来、来館促
進のために打ち出してきた
のは会場のハード面や料理、
演出などでしたが、wetuku
では、プランナーの仕事に
対するマインドやこれまで
に担当したお客様とのエピ
ソードなどを通して、企業
カラーまでも感じて頂け、
その部分も会場選びの判断
基準として考慮して頂ける
ようになるのではないかと
期待しています。
会場のハードやウェディ
ングプラン、アイテムなど
がどんなに素敵でも、それ
らを動かすのは“人”であ
り、それこそが企業のベー

スになると思っています。
当社では、ここ1、2年、「サ
ン・ワード“イズム”」を浸透
させるべく、ミッションやビ
ジョン、スローガン、「Value」
という行動指針などを整備し
て、全社員に体得してもらえ
るように働きかけています。
各社員がミッションやビ
ジョンを体現することで企業
カラーが鮮明になり、それは
企業や会場のイメージとして
お客様にも伝わるものです。
wetukuで、「サン・ワード“イ
ズム”」を体現しているプラン
ナーが紹介されることで、当
社の企業カラーのアピールに
もつながると思っています。

優れたプランナーのマインド
や行動の社内共有にも

－すでに「wetuku」で紹介さ
れているプランナーのインタ
ビューにも「サン・ワード“イズ
ム”」が表現されていますか？
山下　インタビューの言葉の
端々に、当社の企業理念は垣
間見えます。
例えば、EXEX SUITES（岐
阜県岐阜市）の長谷志織。
入社3年目の彼女のインタ
ビューには、「よくある結婚式
はイヤ」と主張されていたお

客様とのエピソードがありま
す。長谷はこのお客様に対し、
「なら、会場全体を見たこと
がないものにしちゃいましょ
う」と提案、ありがちな円卓
や高砂を使わない会場レイア
ウトやゲスト参加型のユニー
クな演出を発案していきま
す。こうした心構えは、当社
のスローガン「ゼロ・クリエ
イティブ」に基づいていると
考えています。
こうしたエピソードがメ
ディアで紹介されることで、
お客様へのPRという側面だ
けでなく、社内で「彼女は「ゼ
ロ・クリエイティブ」をこう
して体現しているのだな」な
どと共有できるというメリッ
トもあります。社長の私にとっ
ては、企業理念の理解度や体
現度を確認する機会にもなっ
ています。
まだまだスタートしたばか
りのメディアですが、“人”
を軸としたこれまでにないメ
ディアとして、集客だけでな
く様々な可能性に期待してい
ます。 

ブックで「wetuku」に掲載され
たことを報告したところ、過去
に担当したお客様がその投稿に
対して「お金があったらもう1
回結婚式を挙げたいくらい最高
でした！」とコメントしてくれ
た。「wetuku」ではプランナー
ごとの累計ページビュー数を基
に、人気ランキングを出してい
るが、このプランナーは掲載か
ら2日で1位に躍り出た。当社
では、フェイスブックにコメン
トを書き込んだ過去の担当客が
友人らにシェアして広がった面
も大きいと見ている。
このように、プランニング
スキルの高い優秀なプランナー
には、過去の担当客という大
勢の「ファン」が付いている。
「wetuku」がなくても友人や知
人に良いクチコミを拡散してく
れる存在とも言えるが、公のメ
ディアで「優秀なプランナー」
として紹介されることで「やっ
ぱりこのプランナーに担当して
もらって良かった」と一層、ロ
イヤルティが強まり、クチコミ
してくれる可能性も高まると期
待できる。

取材を受けたプランナーの
モチベーションがアップ

ただし、こうした「Share（シェ
ア）」を広めるには、良い結婚式
をプロデュースしていることが
大前提。手配業務だけで精一杯
といったスキルでは、お客様が
友人にクチコミしたくなるほど
のファンになってくれる可能性
は低い。こんな状況になってし
まう大きな要因の1つが離職率
の高さではないか。離職率が高
く、新人プランナーの割合が高
い状況が続けば、目の前の業務

“人”を通して企業カラーも伝わる
会場選びの判断基準の幅が広がる

「wetuku」
参画企業の声

社　　名 サン・ワード

本　　社 岐阜県岐阜市薮田南4-12-16

社 員 数 60名（正社員）

運営会場 EXEX SUITES  EXEX GARDEN  LUXE GARDEN岐阜

その他事業 ウェディングプロデュース「トク婚」
国内・海外リゾートウェディング手配

会社データ

サン・ワード“イズム”を強化するシステム
社員1人1人がミッションやビジョンを体現し企業カラー鮮明に

MISSION
サービスで
世界を
幸せにする

VISION
世界No.1の

おもてなし研究所になる

SLOGAN
ゼロ・クリエイティブ

3つのコアバリュー

24のバリュー

カップルは成約までに2回Searchする

「ザ・バンケットビジネス 限定特典」

に追われ、プランニングに時間
をかける余裕がない、スキルを
磨く時間もないというのは当然
のことだ。
wetukuは、離職率の低下に
も貢献できると考えている。
wetukuに掲載されているプラン
ナーは、所属会場に留まらず全
てのプランナーのロールモデル
になり得る。例えば、「所属会場
では自分が最も年長で、目標に
できる先輩がいない」と悩むプ
ランナーにとっては、他会場の
プランナーの中にロールモデル
を見出せる可能性もある。もち
ろん、様々なプランナーの仕事

サン・ワード（岐阜）

▲wetukuに掲載されているEXEX SUITES
　の長谷川志織さん

▲一昨年、従来の経営理念やビジョンを見直した

サン・ワード代表取締役
山下  信彦
1967年 岐阜県岐阜市生まれ
1990年 創価大学・経済学部経済学科卒業
1997年 オーストラリアでブライダル事業を起業
2006年 岐阜市内にてブライダル事業をスタート
2008年 岐阜市内にてハウスウエディング事業スタート　現在に至る

ぶりやプランニングを知ること
で、引き出しを増やすツールと
しても有効だ。
また、wetukuにプランナーを

掲載するのに、当社で一人一人
に取材をしているため、社内で
「Aさん、取材受けるんだって！
すごいね！」などとエースやハ

イパフォーマーに対する憧れを
強めたり、取材を受けた本人の
モチベーションを高める効果も
あるという事例も出てきている。

特典1 特典2 【問い合わせ先】
TIPLOG
MAIL:info@tiplog.co.jp
URL:www.tiplog.co.jp

★☆★☆

★
☆

プランナー1人分の
取材料無料

★☆★☆

★
☆

2017年度の掲載料を
通常月額
　10万円→5万円

「wetuku」サイト
閲覧はコチラから


