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特集

新型コロナウイルス感染拡大のため、以前のような宴会場内の収容人数ぎりぎりまで大人数が密集してのウエディングは難しくなっ
ています。そのため生まれたオンラインウエディングでは、会場とオンラインで接続された方のご自宅に料理を宅配するなど、提供
方法にもさまざまな工夫が見られるようです。
そこで今回、コロナ禍を受けて各社が行なった婚礼料理の提供方法の工夫や変化の中でも、特に料理の宅配に焦点を合わせま
した。その内容や提供する際のポイントをまとめることで、変容が著しく多様化しつつある新郎新婦やゲストのニーズに、いかに応
えていくのかを共に考えていく機会としたいと思います。

コロナ禍で変わる婚礼料理

特集で取り上げた各社が宅配する婚礼料理
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特集「コロナ禍で変わる婚礼料理」

企業 宅配料理の商品名 調理などの準備 価格（いずれも税込み） 消費税 配送料 サービス料 補 足

八芳園
「LIVING ROOM 

WEDDING」の
宅配婚礼メニュー

肉料理 ( ローストビー
フ ) のみ湯煎で温める

1 名 1 万 9440 円 8 % 込 み な し

到着時に確認の電話を行なう
ほか、当日もコンタクトセン
ターのスタッフがオンライン上
でサポート

ベストブライダル
内祝いギフトセット

「お家で結婚式」

全 3 コースの料理は共
通。肉料理 ( 牛のほほ
肉 ) の温めなど簡単な
調理で OK

「華コース」3 万 8500 円
「幸コース」3 万 3000 円
「結コース」2 万 7500 円

( 以上 1 名料金 )

1 0 % 込 み な し
料理・ドリンク・装花・引き
出物のセットでの販売

ノバレーゼ
広島料亭三瀧荘監修
宅配婚礼重

「祝 ( いわい )」

そのまま常温で食べら
れる

1 名 1 万 0800 円 8 % 込 み な し
衛生管理・鮮度保持のため沖
縄・北海道や離島など一部地
域は配送していない

横浜ベイシェラトン

 ホテル & タワーズ
「TSUNAGU 御膳」
「TSUNAGU Deli」

「TSUNAGU Deli」は前
菜以外は湯煎で温める

いずれも
1 名 1 万 5444 円

（サービス料 10% 含む）
8 % 込 み 1 0 %

「TSUNAGU 御膳」のみ一部地
域の限定配送

C R A Z Y
「IWAI の

お祝いごはん便」

コース仕立てとなって
おり、湯煎や盛り付け
など簡単な調理で準備
できる

1 名 7500 円 8 % 別 な し
注文は 2 人分より可能。「お
祝いケーキ」の宅配も期間限
定で実施

ウエディング業界にとって “オンラインウエディング元年 ”とも言える今年。さらに婚礼料理を宅配するサービスも登場し、オ
ンラインで結ぶ結婚式はまた一歩進化を遂げました。単にコロナ禍を避ける商品としてではなく、アフターコロナ時代を見据えた
オンラインによる “新しい集いの形 ”をベースに開発に臨んだ各社。総論では、それらの取り組みをまとめてみました。

行して着手。こうして「オンラインウエ

ディング＋婚礼料理の宅配」という“第

3 の選択肢”が用意されることとなりま

した。

この新しい選択肢のリリースは、遠隔

地に住むゲスト比率が高いカップル、そ

してコロナの第二波が来ても、どうして

も夏・秋の時期に式を挙げたいと希望

していたカップルに歓迎され、例えば

ベストブライダルでは発売 2 カ月で 100

個以上のオーダー、CRAZY では６カ月

で 1000 食以上の注文があったそうです。

確実に需要はあった、ということですね。

湯煎や盛り付けなど
準備は「むしろ楽しい」との声も

今回取材した中で共通項として挙げら

れるのは、利用者が会場から離れた地域

に住む親族向けが多いという点。ほとん

どが親族向けという社もありました。ノ

バレーゼでは和食の祝いのお重仕立てだ

けでなく、洋食メニューの開発も進めて

準備ができていたところ、思ったほど洋

食の希望がないことから、現在は和食一

本に絞っています。

横浜ベイシェラトン ホテル & タワー

ズ（以下 横浜ベイシェラトン）も当初

は、常温で食べられる和食のお重仕立て

の「TSUNAGU 御膳」のみで開発を進

めていました。しかし、常温では届けら

れる地域に制限があったのですが、九州

などエリア外の方にお届けするニーズが

あり、後に真空パックで冷凍した洋食の

コース料理「TSUNAGU Deli」を加え

それまで需要はなかったが
状況は一変した

宅配と言えば、これまでも調理済みの

料理やスイーツをホームページや外部の

ネットショップで販売する例はありまし

た。例えば総料理長が監修して、外部食

品企業とレトルトカレーを共同開発し、

そのホテルブランドで販売するといった

ケースです。

また、ペストリー部門がパウンドケー

キを作って販売する例も、すでに引き出

物ではおなじみとなっています。今回特

集した婚礼料理の宅配は、ホテルや結婚

式場内で製造・調理された、クリスマス

ケーキやお節など季節性のある食品が一

番近いものと言えるかもしれません。

実は以前からそうした実績を持つホテ

ルや式場では、「婚礼料理も宅配してみ

ては？」という意見が社内にあったそう

です。その際、「実施自体は可能。だが、

宅配してほしいという新郎新婦や親族が

そんなにいるのだろうか？」という点か

ら“保留”になっていました。

しかしコロナ禍で状況は確実に変わり

ました。各社に聞いたところでも、コロ

ナの影響が色濃く出始めた 2 月後半から

3 月には「婚礼料理の宅配を本気で検討

しよう」との方針が打ち出されて、キッ

チンや商品企画部門が動き始めました。

ほぼ同時期に、「開催すべきか、延期・

キャンセルすべきか」で迷っていた新郎

新婦をサポートするプランとして、オン

ラインウエディングがにわかに注目を集

めるようになり、各社はその開発にも並

ています。両社のお重仕立ての料理はま

さに特別な日にふさわしい、見た目も豪

華で華やかな雰囲気で、いただく人のモ

チベーションも自然に上がるメニューで

す。

美しく整然とした姿で届くよう配送に

まで心を配り、盛り付ける際には隙間が

できないよう、また常温で食べる料理の

ため鮮度を落とさずに届けられるよう、

配送エリアなども出荷・到着シミュレー

ションを行なったそうです。八芳園は洋

食メニューですが、配送することによっ

て発生するさまざまなリスクを避けよう

と、実に細やかなオペレーションを行

なっています。細やかさの点では、外部

講師を呼んでお重を風呂敷に包む社内研

修を行なった横浜ベイシェラトンの事例

も印象的でした。

一方、届いた後に簡単な調理＆盛り付

けが必要か、あるいはそのまま手間をか

けずに食べられるようにするか、という

点でも各社の商品に違いが見られまし

た。

八芳園では基本的に準備などの手間は

最小限にしたいと、洋食のローストビー

フだけ湯煎で数十秒温めるメニューに。

横浜ベイシェラトンの「Deli」も、前菜

以外は同様に湯煎するスタイルです。そ

してお重料理にした 2 社は、そのまま食

べられる点を最大限に考慮した結果とい

えるでしょう。

反対に、「準備の過程、その体験も

楽しんでほしい」という姿勢なのが

CRAZY。調理プロセスがないものも現

在開発中とのことですが、下調理されて

簡易に準備＆盛り付けできるものであれ

ば、「それは楽しい体験にもなる」との

考え方です。ベストブライダルではギフ

トセットとして装花やプレート・グラス

も宅配するスタイルですが、「準備は特

に負担にならない。むしろ楽しめた」と

いう声も多く寄せられているとのことで

した。

ちなみに、「メイン料理を何にする

か？」においても各社の特色が表れてい

る気がします。メインがローストビーフ

なのは八芳園・ノバレーゼ。メインが牛

ほほ肉の煮込みはベストブライダル・横

浜ベイシェラトンの「Deli」、そして牛

肉のソテー、グリエが CRAZY・横浜ベ

イシェラトンの「御膳」です。いずれも

調理の手間だけでなく、衛生管理や届い

た時の肉の状態までを検討してメインを

決められたそうですが、それでも食材と

してはオーソドックスに牛肉が選ばれて

います。宅配といういつもとは違う形で

食べてもらうメニューだからこそ、「ウ

エディングといえば料理のメインは牛

肉」とのイメージに沿って、ということ

でしょう。

他社との違いを出す上でも
キーとなる宅配料理

もう一つ、用途を婚礼だけに絞ってい

ない点も興味深いと思えました。八芳園

では企業向けの宴席でも、今回のノウハ

ウが利用できるとしていますし、ノバ

レーゼも法人需要があれば応えていく姿

勢。ベストブライダルは家族の祝い事全

般に利用できるようにと“内祝いギフト

セット”との冠をつけています。

また CRAZYも「IWAI のお祝いごはん

便」と、こちらも結婚一周年や子どもの誕

生日など祝い事であれば利用できるように

考えられた商品です。より広いユーザー層

に、より幅広い用途で利用してもらえるよう

にすれば、サービスの継続はもちろん、オ

ンラインウエディングという第 3 の選択肢が

あることを多くのプレ花嫁に知ってもらえる

ことにもつながります。

各社の開発段階での苦労したエピソー

ドも紹介しています。中でも食品の衛生

管理には多くの時間と労力、細心の注意

を払ったようです。そこで食品の衛生管

理コンサルティングを行なう協和医療器

にもお話を伺うことにしました。

それによると、料理の宅配には製品の

保存性の管理、容器・包材の安全性、移

動中の温度管理と、大きく三つのポイント

があるとのこと。さらにそうざい製造業の

営業許可の取得も必要となります。加えて

2020 年 6 月 1 日からは、原則としてすべ

ての食品等事業者に HACCP（ハサップ）

に沿った衛生管理に取り組むよう制度化が

行なわれています。今後、婚礼料理の宅配

を考えている会場の方にはぜひ参考にして

いただければ幸いです。

披露宴であれば遠く離れた場所でも新

郎新婦とネットで結んで、食事までも楽

しめるように進化した現在。リアル開催

で迷っている新郎新婦にオンラインウエ

ディングという方法もあることを説明で

きるようになったことは、現場プラン

ナーにとってもうれしい進化だと思いま

す。アフターコロナの時期となっても、

遠隔地のゲストにはオンラインで参加し

てもらえることでしょう。

そして今後はオンライン参加のゲスト

を増やす努力や工夫、他社とは違ったプ

ランニングも求められるようになりそう

です。その際の重要なポイントとなるの

が、宅配の婚礼料理ではないでしょうか。

料理宅配がもたらす祝宴の拡張化



いう仕事が憧れの職業になったんです。そ

の憧れを現実のものにしようと、都内の結

婚式場に就職。打ち合わせで新郎新婦それ

ぞれの現在に至るまでのストーリーを聞き、

『この方のあのストーリーはあの場面で使っ

たらどうかな』などと考えるのが楽しくて。

プランナーの仕事は自分の天職だと、確信

できたことが今につながっています」

打ち合わせ担当として、ピーク時は 1 カ

月で 17 組を担当するほどの人気プランナ

ーとして活躍。その一方で、式や披露宴に

立ち会えないもどかしさをある方法で解消

していたという。

「結婚式がある日は、カップルごとのテー

マやモチーフをさりげなくネイルに施すん

です。そして、メインテーブルにふたりに

宛てたメッセージカードをこっそりと置く

（笑）。当日まで一緒に結婚式を作り上げた

仲間として、『気持ちはいつもふたりのそ

ばにいるよ』という想いを表したいなと。

【ふたりの想い】
実家がお寺で、自身も僧侶である新郎。式は実家のお寺で仏前結婚式を

執り行なうことに。披露宴は親族、お寺関係、新婦の仕事関係、ご友人など

120 名以上を招待したい。とはいえお寺関係や親族に向けてと、友人とでは、

伝えたい想いやイメージするパーティーの雰囲気に相違が。そこで、ゲストを

分けて二部制のウエディングを行なうことに。お寺関係者へは自分たちのこと

を知ってもらい、友人にはお寺や僧侶について知ってもらう機会にしたい。

〈お話を伺った方〉

Story of Wedding
フリーランスウエディングプランナー

山口 真理子さん

学生時代から友人の誕生日パーティーや

旅行、同窓会など、さまざまなイベントを

企画することが大好き。「人を喜ばせたい！

楽しませたい！」と、思えることが自身の

原点だと話す山口真理子さん。「結婚式こ

そ、人を喜ばせる最高の場面」と思いつき、

大学時代にゲストハウスで配膳のアルバイ

トをしたことがウエディング業界に足を踏

み入れる一歩に。

「実際に結婚式を見ることで、ますますウ

エディングの仕事の虜になり、プランナーと

実はこの二つは今もずっと続けていること

なんです」

次第に打ち合わせだけではなく当日の

ディレクションを含め、一組一組にもっ

と向き合いたいと考えるようになった山

口さんは、フリープランナーとしての道

を歩み始める。

髙木良磨さん＆神田亜由美さん

コンセプトを決めて、表現する。コンセプトを決めて、表現する。

伝えたい思いを形にする。その道すじとは？伝えたい思いを形にする。その道すじとは？

オーダーメイドのウエディングを作り上げるオーダーメイドのウエディングを作り上げる

プロフェッショナルたちに注目します。プロフェッショナルたちに注目します。

大阪府出身。関西の大学卒業後、都内専門式場に入社し、ウエディングプランナーとして 5 年間勤務。2013 年にフリーのウエディングプランナーとして「Story 
of Wedding」を立ち上げ、結婚式を中心にプロポーズからバウリニューアル、記念日など一人一人、一組一組の Story を大切にしたプランニングを開始する。
これまで携わった結婚式は 500 組以上。

山口 真理子
Mariko YAMAGUCHI

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

CONCEPT：僧侶の新郎とお寺に嫁ぐ新婦の二部制結婚式

KEYWORD：【1 部】お寺、新郎祖母との思い出、家族への感謝

　　　　   【2 部】アットホーム、お寺や和のモチーフ、ゲストとの交流

THEME COLOR：

　　　　     【1 部】赤、緑、白　【2 部】ボルドー、ピンク、ブルー

M ariko Yamaguchi

式だけではなく、プロポーズや記念日、バウリニューアルなど、人生のストーリ
ーに寄り添ったさまざまなシーンをプロデュースしてくれるのも特徴。担当した
お客さまを招く「M’s Land Party」を開催するなど、式後のつながりを大切にす
る姿勢も評判を呼んでいる。　https://storyofwedding.com
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フリーランスウエディングプランナ
ーの山口真理子さんが関東を中心に
全国で結婚式をプロデュース。結婚



山口さんのプランニングの特徴は何とい

っても、新郎新婦の思いに耳を傾けること

で、より身近な相談相手として接すること

のできる関係性を作ること。不安や迷いな

ど本音を何でも話せる信頼感が、多くの新

郎新婦の共感を得ているのだ。

今回、紹介する髙木良磨さん、亜由美さ

んご夫妻も、挙式や披露宴の準備を進める

うちにある “ ひっかかり ” が生じて、山口

さんにコンタクトを取ったそう。

「新郎はご実家がお寺で自身も僧侶。挙式

は実家のお寺で行ない、その後、お寺関係

者や両家の家族、親族、友人など 120 名

規模の披露宴を検討されていました。とこ

ろが準備を進めていくうちに、親族、お寺

関係の方々、友人とでは、伝えたい想いや

行ないたい内容に違いがあることに気付い

たというのです」

そこで、ふたりが誰にどんなシーンでどん

な想いを伝えたいかをじっくりとヒアリング。

「式が行なわれるお寺は、単なる挙式会場

ではなく新郎が生まれ育った場所であり、

これから新婦が嫁ぐ場所。そして、いずれ

の親御さまと一緒に 6 名で行ない、新婦の

中座や再入場のエスコート役をご両親がさ

れるなど、ご家族にスポットが当たるシー

ンも盛り込みました」

どこにどんな演出を取り入れるか。その

判断の一つとして新郎新婦本人や家族、ゲ

ストのちょっとした不安やひっかかりを取り

除き、「このふたりなら大丈夫！」と安心して

もらうことにも重きを置いているのだ。

「おふたりにしてみれば、2 回分の準備を

ほぼ並行して行なうので時間も労力も相当

だったはず。けれどその分、ふたりでたく

さん話し合い、それがふたりの絆を深める

きっかけにもなったように思います。そし

て何より、おふたりにとって人生の応援団

がたくさんいらっしゃることを、より感じ

ていただけのではないかと」

プランニングではゲスト目線を大切にしな

がら、気持ちは常に新郎新婦のそばに。初

めてプランナーとなった 12 年前と変わるこ

となく、その想いをカタチにして届けること

も忘れない山口さん。今回の髙木さんご夫

妻のウエディングでも、メインテーブルには

新郎も跡を継ぐことになるであろう由緒あ

るお寺。そのお寺にゆかりのある人たちに

してみれば、まずは夫婦となるふたりの人

となりを知りたいはず。

一方、友人たちはというと、新郎新婦そ

れぞれの人となりは分かっていても、お寺

や僧侶についての知識はほぼゼロ。だとし

たら、ふたりがこれから歩む世界がどんな

ものなのかを知ってもらう必要がある。同

じ結婚式でも、ゲストの知識度も、知って

もらいたいこともまったく違うんです。

そこで、ふたりが抱いていた “ ひっかか

り ” を解く手段として、お寺関係者と友人

とで、日程も披露宴会場も演出の内容も

変えた二部制のウエディングを提案しま

した」

こうして 1 部、2 部共に 80 名ほどのゲス

トを招くウエディングの準備が進められた。

「お寺関係の方々をお招きする披露宴で

は、新郎新婦の人となりを知ってもらうため

にプロフィールムービーを制作。新郎が僧侶

になる前の様子や仕事以外のプライベート

な部分、お寺に嫁ぐ新婦の紹介など、ふた

りの普段の様子を盛り込むことにしました。

一方、ご友人がメインの披露宴では、招

待状の返信ハガキにお寺やふたりについて

の質問を記載する欄を作成し、ゲストから

の質問を募集。その回答は披露宴当日にお

渡しするペーパーアイテムに記載。会場内

にはお寺に関するアイテムを説明付きで飾

り、僧侶の衣の着付け披露や座禅講座を行

なうなど、ゲストへお寺のことや僧侶の仕

事を知ってもらう機会を多く作りました」

一方、家族や親族など身内への配慮も忘

れない。

「結婚式ってお祝いの場である一方で、娘

を嫁がせることへの不安や、どんなお嫁さ

んが来るのだろうという不安を抱くのも本

音の部分だと思います。そうした不安を取

り除きながら、みんなが安心して式を見届

けられるように導くのもプランナーの仕

事。今回でいえば、新婦の支度の仕上げと

してお母さまに紅をさしていただいたり、

新郎が最も影響を受けたというお祖母さま

と、新郎新婦が縁側で談笑する時間もあえ

て設けたり。披露宴冒頭の鏡開きは、両家

オモイがカタチに変わるトキ
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□クリエーター紹介  挙式会場：松岩寺　披露宴会場：１部 鶯啼庵、2 部 THE SAKURA DINING TOKYO
　　　　　　　　　   フォトグラファー：菊川貴俊（1 部・2 部共に両方）　ペーパーアイテム：design DK（２部）

披露宴会場
お寺関係者がメインの披露宴は、挙式が

行なわれたお寺からも近い、懐石料理の名
店「鶯啼庵」。友人メインのウエディング
パーティーはアクセスのよさを優先させて
選んだ西新宿のダイニングバー「ザ・サク
ラ・ダイニング・トウキョウ」。どちらも
和の要素が映える会場をセレクト。

和を取り入れた演出
1 部の披露宴では、鏡開きや地元の和菓

子で和菓子ブッフェを用意。2 部では装花
に水引なども使用し、和のテイストも取
り入れながらコーディネート。新婦は白
無垢、色打掛、引き振袖を着用。自髪で
日本髪を結うなど、装いも和で統一。

ゲスト参加型演出
2 部ではセレモニーとして、ゲストにメ

ッセージを記入してもらったダルマにふた
りで目入れを行なった。また、ゲストから
新郎新婦への質問コーナーや座禅講座、僧
侶がまとう衣の着用体験コーナーも用意。

ペーパーアイテム
招待状はチケットタイプで、お寺にまつ

わるアイテム、ふたりの好きなものなどを
イラストで取り入れた完全オリジナル。新郎
の実家のお寺をモチーフにしたオリジナル
ロゴも作成。また、招待状には新郎新婦に
ついてのほか、お寺のことや僧侶という仕
事についての質問欄を入れ、当日、配るペ
ーパーアイテムにその解答を盛り込むなど、
コミュニケーションツールとして活用。

お祝いのメッセージと共に、打ち合わせの

時から撮りためてきたふたりの写真をコラー

ジュにしたカードを忍ばせ、ふたりのモチー

フをネイルに施して臨んだそう。

「私の役目は、新郎新婦やゲストに安心し

て笑顔で過ごしてもらうこと。当日は、ふ

たりの側にずっといられるわけではもちろ

んありません。けれど、新郎新婦と離れた

場所にいても心は一緒。メインテーブルに

座るふたりの笑顔と指先のネイルを眺めな

がら、私自身が一番安心感を覚えているの

かもしれませんね」
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㈱WeddingLive（ウエディングライブ）は、結婚式に特化した同名称のオンライン
ライブ配信アプリを開発し、今年 3月よりβ版のリリースを開始。新型コロナの感染拡
大により、結婚式にゲストを呼べない新郎新婦が増えている中、ゲストとオンラインラ
イブでつないで挙式・披露宴にリモート参加できる道を開いている。事業責任者の野
村壮耶氏は「コロナだけの一過性のものではなく、結婚式のライブ配信を新たなウエデ
ィングの選択肢として提示していきたい」と語る。

式場と共に新たな文化創出を目指す
ゲストにも臨場感を伝える「WeddingLive」

導入費用については、参加人数や当日の

オペレーション等から算定しているとのこ

と。「WeddingLive のサービスを式場様の

商品としていただくことで、売り上げ拡大

や、式場様への集客拡大にもつながると考

えています」と野村氏。現在はモニター導

入される式場を募集するキャンペーンも行

なっている。

新型コロナウィルスの影響を経て、ウ

エ デ ィ ン グ 業 界 も、 新 た な 生 活 様 式 へ

の対応が迫られている中で、式場の今後

の方向性を決める新たなツールとして、

WeddingLive の導入を検討してみてはい

かがだろうか。

世界中どこからでも、「オンライン」
なら結婚式に参列可能

まずは野村氏に、WeddingLive の開発

経緯や同事業に関わることになった理由か

ら伺った。

「私の地元は福岡で遠く、招待に応えられ

なかった結婚式もありました。参加できて

も、飛行機代やご祝儀も含めれば 10 万円

近くかかります。長年の間『何かよい方

法はないだろうか』と思っていたところ、

WeddingLive の 事 業と出 会 って、『 あ あ、

これだ !』と思ったのです。そしてライブ配

信という新たな選択肢を活用していただく

ことで、新郎新婦や式場さまの力になりた

いとの思いから事業責任者となりました。

現在ではたくさんのライブ配信サービス

がありますが、結婚式に特化したライブ配

信会社として、日々サービスに磨きをかけ

ていき、“ ライブ配信の結婚式という新た

な文化 ” を式場さま・映像会社さまと一緒

になって作り上げていければと考えていま

す」

今はコロナ禍だが、コロナに関係なく、

ウエディングを実施する上での新しいスタ

イル、選択肢との認知を広げていく段階と

語る野村氏。プレスリリースを見たお客さ

まからの問い合わせも多く、フジテレビの

「めざましテレビ」でもサービスを取り上

げられるなど、急速に認知も進んできてい

ると実感している。

例えばその中の一つ、NHK の番組で放

映されたのは、今年 6 月に青森の結婚式

場が行なった屋外での挙式を同社がライブ

配信する様子。40 人のゲストがオンライ

ンで参加してゲストからふたりへの祝福コ

メントも飛び交う、ライブ配信ならではの

臨場感を提供した。参加したゲストにも

「WeddingLive のおかげで、コロナ禍で友

人の結婚式が実現できてよかった。オンラ

インの可能性を感じた」と大変好評だった

という。

特化型ならではの機能
音楽著作権にも配慮

アプリ自体は B to C で新郎新婦が利用

できるものでもあるが、当面は結婚式場や

提携する映像企業に導入してもらうこと

で、コロナの影響で困っている、より多く

の新郎新婦に利用してもらいたいと野村氏

は話す。

「オンラインで利用できるソフトはたくさ

んありますが、結婚式に特化したものはま

だまだ少ないと思います。機能面では新郎

新婦が作った招待状を送り、ゲストは送ら

れてきた URL からそのまま当日はスマー

トフォンなどからライブ結婚式に参加でき

ます。また、オンラインで参加されたゲス

トからも、新郎新婦へご祝儀をお贈りでき

る『オンラインご祝儀』の機能も盛り込ん

でいます」

すでに式場側への導入も決定しており、

現場プランナーから聞かれることの多い音

楽著作権に関しても、ライブ配信に関わる

留意点を式場側から納得いただいているそ

うだ。

公式ローンチは来年 3月
モニター式場も募集中

WeddingLive はインターネットを通じ

＜お話を伺った方＞

㈱ WeddingLive
取締役・事業責任者

野村 壮耶氏

福岡県久留米市出身。明治大学卒業後の 2016 年に㈱博報堂に新卒入社。営業職として TVCM やデジタル広告を中心に、アプリゲームクライアントなど複数社のマ
ーケティングコミュニケーション領域を担当。クリエイティブ局に異動後もさまざまなデジタルを起点としたコミュニケーションプランニングを経験。19 年、個
人事業主として独立し、女性向けクリエイティブキャリアスクールを展開する SHE( 株 ) にてチーフプロデューサーも務めた。20 年 10 月より現職。

＜ CORPORATE DATA＞
㈱WeddingLive　設立：2019 年 10 月 31 日　本社所在地：〒 150-0031 東京都渋谷区桜丘町 24 − 8 新南平台マンション 303

【Wedding Live サイト】https://weddinglive.co.jp　【メール問い合わせ】info@weddinglive.co.jp

野村 壮耶
Soya NOMURA

今年 11 月に TRUNK BY SHOTO GALLERY で行なわ
れた挙式を WeddingLive にて配信。リアルのゲス
ト 60 人、ライブ配信は 90 人規模で行なわれた。
安定した配信を実現するため、iPhone をスタビラ
イザーにセットして撮影した

ライブ配信中の画面。スマホと電
波さえあれば、どこからでもライ
ブ配信が可能

ゲ ス ト が 受 け 取 る 招 待 状
ページ。URL を受け取った
親族や友人のみが参加する
ことが可能

ラ イ ブ 配 信 ペ ー ジ の 作 成
ページ。ここで作った招待
URL をゲストに送信する

ご祝儀の受け取りページ。
ご祝儀総額とゲストから送
られた祝いのメッセージが
表示される

て、挙式や披露宴などのライブ感を、離れ

た場所にいるゲストにも伝えられるアプ

リ。同社はさまざまなケースで円滑にライ

ブ配信ができるよう技術的な課題を一つず

つクリアしてきている。式場ごとに異なる

ネット環境や、オペレーションの整備につ

いても、同社が積極的に式場を支援してい

ると野村氏は語る。

「演出次第で、ライブ配信ならではの体験

を提供することも可能です。例えば挙式や

お色直しの退場後、扉が閉まった後のおふ

たりの生の表情や会話などを、ライブ配信

で参加しているゲストの皆さんだけにお届

けすることで、結婚式の裏側をまるでド

キュメンタリー番組のように視聴できま

す。

オンラインゲストも一人ではなく、数人

でどこかに集まって宅配料理をつまみなが

ら参加するなど、結婚式のライブ配信が浸

透していくに従って、楽しみ方も進化して

いくと思われるため、式場さまと一緒に、

そんな新しい文化もつくっていければいい

と思っています」

アプリは今年 3 月のβ版リリースからさ

まざまな改善を積み上げてきている。来年

3 月には追加機能を多数搭載した、新バー

ジョンをリリース予定だ。オンラインで参

加するゲストにも、これまでにない楽しさ

やエンターテインメント性を体験してもら

える機能を順次追加していく。

注目企業インタビュー　WeddingLive

WeddingLive
 （ウエディングライブ）概要

●結婚式特化型のライブ配信アプリ
インターネット環境があれば、スマホ 1
台で屋内外どこからでも配信ができる。
招待状に記された招待 URL は暗号化さ
れており、URL を受け取ったゲストのみ
が参加可能。クレジットカード決済機能
もあるので、事前でもライブ配信中でも
ご祝儀はキャッシュレスで決済できる。

●利用料金
導入 金 額 は 式 場 の 状 況 に合わ せ て応
相談。
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