特集・ 心に残る デスティネーションウエディング
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「2008 ウエディング＆
ハネムーン意向調査」
（JTB） よ り、 首 都 圏、
中 京 圏、 関 西 圏 に 住
む 20 代 か ら 30 代 前
半の「結婚をしたいと
思っている」未婚女性
1000 名に、結婚に関
する意向をアンケート
調査したもの

近年は日本のウエディング企業による
新しい施設出店の動きも活発になってい
ます。昨年 9 月 1 日にハワイ・オアフ島

デスティネーションウエディングに限らず、

の非日常性、親しいゲストとずっと一緒に過

さて、今回の特集でご登場いただいた企

に オ ー プ ン し た TAKAMI BRIDAL の「The

現在のウエディングスタイルは果たしてこの

ごし、日ごろは伝えきれない感謝の思いを表

業の話では、シェアの大きさに応じて、海

Terrace By The Sea」をその代表事例とし

ままでいいのだろうか？と考える際に、実に

し、皆とその思いを共有できること、など。

外ではハワイ関連の話題が多くなりました。

て、出店にかかわった武井彩さんにお話を

参考になるお話ではないでしょうか。

この後の誌面で適宜紹介していますが、
「そ

伺いました。同施設は、高見重光社長が昔、

もそもなぜ日本人はこんなにもハワイが好
きなのでしょう」という質問を実は何度もさ
せていただいたのです。お答えいただく企業

その魅力はこの後の特集記事で詳しく語

ハワイ出店は、国内の婚姻人口減少を見

られています。これらを精査することによ

ハワイ留学時代にお世話になった地元への

越した先取り戦略だったのですが、こうし

って、次のビジネスのヒントとして考えて

恩返しの事業として構想されたというサイ

て日本企業のオーナーシップによる会場が

みる――今回はそんな読み方もできる特集

ドストーリーが披露されています。また地

ハワイにまだ数カ所しかなかった時代に、

内容となっています。
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