
42　 連載「明日から使える教養講座」
レッスン 32：ギフトは感情を具現化したもの
㈱エスプレシーボ・コム 代表取締役　安東 徳子

44　 連載「荒井さやかの 新規接客はもっと楽しくなる！」
第 19 回：モチベーションの灯火を消さないために
通過儀礼の意味と価値を語れるようになろう
Coco style WEDDING フリーウェディングプランナー　荒井 さやか

46　 連載「ウエディングと音楽のチカラ」
　　　Vol.17：乾杯シーンを再構築しよう

フリーランス・ウエディングプランナー　岡村 奈奈

48　 連載「支配人とプランナーのための WEB 集客講座 part2」
第 8 回：コロナ禍の広告費検証に重要なステップとは 
SoZo ㈱チーフコンサルタント　武田 昌幸

50　 インタビュー　「人材教育はアウトソーシングする時代に」
トリニティ・シィナジィーズ　安東徳子氏・菅野佳世氏・衣川雅代氏

－ CAREER－

54　 連載「THE PROFESSIONAL ～ドラマは現場で起こっている」
　　　書人工房墨心舎　古瀬 磨実氏　栗崎 愛実氏

56　「輝け！ フレッシュパーソン～ under25 奮闘記」
㈱ Plan・Do・See　福永 佳那さん

58　 連載「両立 WOMAN」
第 67 回：The Okura Tokyo　林 奈歩さん

61　「ココロとカラダの保健室×美人化計画 For Wedding WOMAN」
薬剤師・漢方薬生薬認定薬剤師・養生薬膳師　平野 智子先生

－ REPORT－

62　 連載「WORLDWIDE WEDDING」
　　　特別編：結婚にまつわる世界のギフト

64　 データ「データから見るブライダルビジネス」
　　　第 61 回：コロナ禍の大型観光地とリゾートウエディング

68　  TOPICS

74　  INDEX OF PERSONS

77　  新連載「人気ドレスの愛される理由」
　　　第 1 回：NOVARESE 銀座　板垣 美奈子さん

表紙の花嫁：( 株 )CRAZY　浅田 有貴さん／撮影：kuppography　Takaaki Orihara

5　    From the Publisher　「年齢を重ねたからこそ」　石渡 雅浩

6　  連載「ウエディングプランナーが花嫁になる日」
㈱ CRAZY　浅田 有貴さん

10　 連載「オモイがカタチに変わるトキ」
Producer’s Wedding
フリーウエディングプランナー　熊谷 麻里子さん

14　 連載「good things make the day brighter」
ギフトコンシェルジュ　真野 知子

15　 特集　変わりゆくギフトでの心の込め方

16　 総論　「新生活様式」に適したギフトの提案を

18　 ㈱リクルート　日置 香那子氏

20　㈱千趣会　市ノ川 真氏

22　㈱ウィーブ　乙田 昌伸氏

24　㈱タイムレス　加賀見 友子氏

26　ギフトコンシェルジュ　真野 知子氏

28　㈱ギフティ　竹内 綾子氏・田渕 恵理氏

30　連載「うちのイチ押し料理」
　　　ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
　　　ウエディングセールス チーフコンシェルジュ　稲葉 里奈さん
　　　総料理長（西洋料理担当）　齊藤 悦夫氏

32　 連載「Wedding with ART 
～アートがあれば、ウエディングはもっと楽しく」
㈱ UNO Design 代表　宇野 雄一

34　 TOP INTERVIEW
タメニーアートワークス㈱ 代表取締役社長　貝瀬 雄一氏

－ SKILL UP －

38　 連載「未来をつくるウエディングプランナー～人生を変えた結婚式」
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル　橋本 葉子さん

40　 連載「教えて有賀さん！結婚式の価値の深め方」
第 11 回：演出力
㈱テイクアンドギヴ・ニーズ ウェディングアドバイザー　有賀 明美さん

[ウエディングプランナー サポートマガジン]
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CONTENTS
16　総論「新生活様式」に適したギフトの提案を

18　㈱リクルート　日置 香那子氏

20　㈱千趣会　市ノ川 真氏

22　㈱ウィーブ　乙田 昌伸氏

24　㈱タイムレス　加賀見 友子氏

26　ギフトコンシェルジュ　真野 知子氏

28　㈱ギフティ　竹内 綾子氏・田渕 恵理氏

特集

長引くコロナ禍により結婚式の列席方法も、実際に会場で参加するだけでなくオンラインという形式も珍しくなくなってき
ました。それに伴い、引き出物をはじめとするギフトを通じた日頃の感謝などの思いを伝える方法も、結婚式の会場で直接渡
す以外にもさまざまな方法が考えられるようになっています。この時期に結婚式を挙げるからこそ、形に残るギフトで思いを
伝えることを大切にする新郎新婦が増えている今、どのようなものを選ぶ傾向にあるのでしょうか。
ますます高まるギフトの重要性に注目するとともに、どのような形で送るのか、さらにギフトに関する業務をどう効率化す
るのかなど、さまざまな角度からギフトについて掘り下げていきます。

変わりゆくギフトでの
心の込め方

㈱千趣会「MUSUBI Wedding」の包装紙は、
唐紙師トトアキヒコ氏が監修した 400 年
の唐紙文化を受け継ぐ『雲母唐長』のオリ
ジナルラッピングが選べる。意匠として描
かれたシダには、葉の裏に多くの胞子を抱
えた姿とその繁殖力の強さから、子孫繁栄
や家庭円満の願いが込められている
雲母唐長 https://kirakaracho.jp
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特集 「変わりゆくギフトでの心の込め方」 

経営的にも現場運営においても大変苦しい時期を過ごしてきたウエディング業界。６月下旬の今、ようやくその出口が見えてきたのではない
でしょうか。この1年数カ月の記事の中で、「コロナ禍の今だからこそ」という取材対象者の前向きな言葉に、本誌取材陣も少なからず励まさ
れてきました。そして今だからこそギフト分野においても、よりお客さまに寄り添った接客ができるよう、今一度体制を見直すにふさわしいタ
イミングではないか。そう考えて、「変わりゆくギフトでの心の込め方」を特集のテーマとしました。
ギフトには引き出物のほか、引き菓子やプチギフトなども含まれますが、季節性やトレンドに大きく左右される分野でもあります。オンライ

ンでの列席や少人数化など結婚式のスタイルにもさまざまな変化が見られる今、新郎新婦がどのようにギフトを選んでいるのかを含め、参考
になるアドバイスを多数いただきました

ます ( グラフ A)。
「ゼクシィ」関西版・東海版・西日本版
編集長の日置香那子氏によれば、「カタ
ログギフトを贈る場合であっても、贈る
相手一人一人にフィットしたカタログを
選んで贈り分けるカップルが多く、一組
のカップルが十数パターンものカタログ
ギフトを用意することも珍しくない」と
のこと。さらに外出自粛やリモートワー
クなどにより、在宅時間が増えているこ
とを背景に、“おうち時間”を豊かに健
康的に過ごしてほしいとの観点からアイ
テム選びを行なう傾向が見られると話し
てくれました。

おうち時間が増えたことによる変化や
その対応については、千趣会の市ノ川真
氏やタイムレスの加賀見友子氏も言及し
ているので、その内容を参考にしていた
だければと思います。

なお、グラフ A に関連した首都圏の
データでは「WEB 上で選ぶカタログ式
ギフト」が前年の 9.9％から今回調査で
は 23.3% と大幅に伸びています。千趣会
でも、受け取ったゲストが WEB 上で品
選び & 配送手配を行なうカード型の利
用が伸びているそうですから、今後も
WEB カタログ式ギフトの利用の割合が
増えていきそうです。

その一方、冊子型カタログも相変わら
ず人気です。「スマホの小さな画面では
選べない」という、親族や上司など中高
年ゲストへの配慮もあるようです。千趣
会の記事内では触れられませんでした
が、「現場でギフト相談を行なうプラン
ナーさんの接客ツールとして説明しやす
い点と、お客さまが一目見て反応を示す

トレンドは「おうち時間」を
快適に豊かに過ごしてもらうこと

コロナ禍による「新しい生活様式の新
しい結婚式」が求められてから 1 年以上。
お客さまが感染を気にすることなく、ゲ
ストに直接これまでの感謝を伝え、一緒
に楽しい時間が過ごせるようになるまで
は、もう少し時間がかかりそうです。

多人数が集まる“密”を避ける意識か
ら少人数化したことや、オンラインとリ
アルのハイブリッド型などは、アフター
コロナの時期となっても一つのスタイ
ル、傾向として残りそうです。ワクチン
接種がかなり進んだとしても、冬季のイ
ンフルエンザが流行する時期などでは、
やはりマスク会食を選ぶ新郎新婦がいる
かもしれません。

今回のギフト特集の取材では、少人数
化やオンライン方式により同じ時間・空
間を対面で過ごせない分だけ、ギフトに
よってふたりの気持ちをしっかりと伝え
ようとするユーザー動向が各社から聞か
れました。その期待に応えられる体制を
作ることが大切となるのですが、さらに
ギフト分野の売り上げを伸ばし、少人数
化により得られなかった売り上げをギフ
ト分野で取り戻そうと工夫することも必
要だと感じました。

まず、現在どのようなギフトが選ばれ
ているのかを紹介したいと思います。昨
年の第 1 回目の緊急事態宣言発出下の調
査となった「ゼクシィ結婚トレンド調査
2020」では、冊子型のカタログギフトが
依然として多く、WEB カタログも含め
れば断然トップと言える結果となってい

点も考慮して製作し、撮影の仕方にも工
夫をしています」と市ノ川氏は話してく
れました。商品ラインナップでは、季節
性とその時期のトレンドを重視している
とのことです。

一方、タイムレスもプランナーに「自
分も欲しい！」と思わせるアイテムのみ
を商品化しています。毎回メーカーに
テーマを提示して集まったエントリー書
類を社内選考にかけ、残ったアイテムの
実物を取り寄せる形で厳選。品物の数を
増やすことよりも質を重視している点
や、ページ当たりのアイテム件数を減ら
すことで一つ一つのアイテムに込められ
た思いまで紹介していることも特徴と
なっているようです。

自会場ならではのアイテムを
オリジナルギフトに

カジュアルに思いを伝えられる e ギ
フトで人気を集めている「giftee（ギフ
ティ）」にも、これからのウエディング
ギフトの可能性を広げる意味からご登場
いただきました。今ではカタログギフ
トまで約 160 種類のブランドがそろい、
商品数も 1000 以上。近年は新郎新婦へ
のお祝いにも使用できるオーベルジュの
食事ペアチケット（5 万円台）など、高
価格帯のアイテムも充実してきている同
ブランド。ギフトカードのメッセージや
デザインも豊富に用意されており、心を
込めたギフトを贈れることも、ユーザー
から支持を集める要因となっているよう
です。最近注力している、ホテルとジョ
イントしたギフト企画開発の実例も紹介

しています。
本誌でも長らく連載をしていただいて

いるギフトコンシェルジュの真野知子氏
には、最近のホテルギフトの動向と共に、
今後のギフトの可能性について伺いまし
た。その中で、「品質に加えて、非日常
性やパッケージデザイン、個別対応（カ
スタマイズ）、季節感、利便性をどれだ
け追求できるかが鍵」とのアドバイスは、
とても参考になりそうですね。

さらに、「専門式場やゲストハウスも、
ユーザーニーズを受けたオリジナルギフ
トを開発すれば、新たな販路開拓につな
がりそう」とのことでした。自慢の料理
やスイーツを宅配で全国に届けるサービ
スを始めている大手企業もあります。そ
の他に何か自会場ならではのアイテムが
ないかを、あらためて確認してみてはい
かがでしょうか。

思いを込めたギフト選び
サポートするにも余裕が必要

コロナ禍以前よりも、新郎新婦が贈り
先のゲストに対して“思いを込める”傾
向が強くなっているとの声が多かった今
回の取材。顧客満足の提供を基本姿勢に
するウエディング会場では今、そうした
ユーザーニーズにしっかりと応えられる

社内体制を築くことが求められていると
言えそうです。ゼクシィの日置氏が今後
の課題として挙げたように、「贈る相手
を気遣う花嫁が増え、そのタスクも増え
ることで引き出物選びに疲れてしまわな
いか」という心配もあります。ギフト業
務に対する姿勢も、新しい様式に沿った
ものに改善したいものですね。

また、ギフトメーカーや問屋とのやり
取りではいまだに FAX による受発注が

多く、しかも少人数化で贈り分けをする
事例が増えている中、プランナーにかか
る負担は増え続けています。その解決法
の一つとして、ギフト部門のワンストッ
プサービスの導入により、現場の働き方
改善とお客さまに向き合う時間を増やす
という観点からお話を伺ったのがウィー
ブの乙田昌伸氏です。「新郎新婦はギフ
トに 30 万円前後の出費をしていますか
ら、ギフトに関する労務負担軽減など業
務効率化が図れれば会場の利益増にも貢
献する」と語ってくれました。

実際、ゼクシィ結婚トレンド調査でも
（グラフ B 参照）、ギフトの総額の全国
平均は 30.1 万円。また 10 万円未満と 30

～ 40 万円未満の二つの価格帯にピー
クがあることが分かっています。

「ギフトに限らず、いろいろなところか
ら業務改善を行なって、新しい生活様式の
時代のウエディングに対応できる体制作りを
してほしい」と乙田氏。その根底にあるの
は「いい結婚式をもっと増やして、業界が
健全に繁栄すること」です。

少人数化により、オンライン出席も多
くなった現在、直接会えないからとギフ
トに“思いを込める”新郎新婦に対して
どのように対応できるか、今回の特集が
そのヒントになれば幸いです。

「新生活様式」に適したギフト提案を

※全国推計値・複数回答／調査期間 2020 年 4月 6日～ 5月14日。「ゼクシィ結婚トレンド調査 2020」より

※全国推計値・単一回答／調査期間 2020 年 4月 6日～ 5月14日。「ゼクシィ結婚トレンド調査 2020」より



て。こんなに楽しい一日があるなんて！と

幸せな気分でした」

結婚式を挙げてよかったと思えたのに

は、こんな理由も。

「実は両親が不仲で、決して幸せな家庭環

境とは言えず、披露宴の定番でもある花嫁

の手紙朗読は進行から外しました。とはい

え、この日まで育ててくれたことへの感謝

は伝えるべきだと考え、式の前に自分の思

いをつづった手紙を両親に渡したんです。

そうしたら、子どもの頃から抱えていた親

へのモヤモヤした思いが不思議なくらい落

ち着いて。結婚式を境に、両親に素直に接

することができるようになったんです」

結婚式がもたらす力を、身を持って実感

した熊谷さんは、出産や子育てをしながら

通信講座でウエディングの勉強をし、念願

のプランナーに。

「『結婚式は楽しくなくっちゃ！』。24 年

前の体験から得たこの思いは、プランナ

ーとしてのコンセプトであり、すべての

【ふたりの想い】
披露宴はこれまでお世話になった親族や友人たちと共に、思い切り楽

しめる場に。一方、結婚式は他界した新婦の両親への思いを大切にした

ものにしたい。とはいえ、親代わりになってくれていた伯父夫婦の手前、

自分たちの想いを貫くのにもためらいが…。親族にも納得してもらえる

形で、自分たちの想いをかなえる結婚式を実現させたい。

〈お話を伺った方〉

Producer’s Wedding
フリーウエディングプランナー

熊谷 麻里子さん

ウエディング業界に足を踏み入れてか

ら、今年で 24 年を迎える熊谷麻里子さん。

きっかけは自身の結婚式。

「1995 年のことです。型通りの式にはし

たくなかったので、レストランウエディン

グを選びました。料理や BGM にこだわり、

ケーキもイミテーションではなく、生ケー

キを用意。今では当たり前のことかもしれ

ませんが当時は珍しかったんです。

演出を考えるなど準備段階から楽しんで

いましたが、当日、実際に喜んでくれてい

るゲストの顔を見たらさらにうれしくなっ

新郎新婦に届けたいメッセージでもある

んです」

熊谷さんは新郎新婦それぞれが胸に秘め

ている悩みや不安にいち早く気付くために

も、打ち合わせは食事をしながらリラック

スできるところを選んだり、衣裳合わせに

も必ず同行したりするという。

「ヒアリングでは、ふたりの “ やりたいこ

と ” よりも、結婚に対する想いやこれまで

の背景といった “ 内面 ” 重視です。プラン

ニングに関しても、私が一方的に提案する

のではなく、一緒に考える。おふたりが納

得して選択ができるよう、なるべくニュー

トラルな存在でいるよう心掛けています」

田村 裕樹さん＆山本 果歩さん

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？

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。

レストランやプロデュース会社でプランナーとして経験を積み、ゲストハウスでは支配人も経験。2009 年、家族との時間を優先させるなど働き方を見直し、
フリーランスに。現在は「Producer’s Wedding」を屋号に、長野市を拠点として活動。レストランやリゾート、新郎新婦の思い出の場所など “ 箱 ” にこだわ
らないウエディングを数多く手掛けるほか、ブライダル専門学校の非常勤講師なども務める。

熊谷 麻里子
Mariko KUMAGAI

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：

　結婚式はふたりきりで静かに。披露宴は思い切り楽しく。

KEYWORD：感謝

THEME COLOR：［挙式］白［披露宴］カラフル

M ariko K umagai

10

プランナーの熊谷麻里子さんが主宰するサ
ロン。コンセプトは「結婚式は楽しくなく
っちゃ！」。場所や形式にとらわれないオリ
ジナル度の高いウエディングは、新郎新婦

はもちろん、家族もゲストも携わるスタッフも、関わるすべての人が楽しめると
評判。会場探しやドレス選びなど親身になったサポート体制も共感を呼んでいる。
https://pw-wedding.com/



ふたりの心の内にも目を向け、耳を傾

け、「やってよかった」と心から思える一

日へと導いていく。そんな熊谷さんによ

って理想のウエディングをかなえること

ができた一組が、今回紹介する田村裕樹

さん、果歩さんご夫妻。

最初の依頼は、親族と親しい友人を招

くウエディングを会場探しから一緒にお

願いしたいというもの。

「ご家族構成を伺ったところ、新婦のご

両親は他界なさっていて、親代わりの伯

父さま、伯母さまがいらっしゃるとのこ

と。挙式では、伯父さまが新婦とバージ

ンロードを歩くことを望んでいるという

お話でした。感謝の気持ちを込めて、新

婦がその想いに応えるのだろうと思って

いたのですが、どうも様子が違って…」

あえて根掘り葉掘り聞くことはしない

という熊谷さんだが、“ 幼い頃から思い描

いていた結婚式 ” という話題になった時に

発した新婦の言葉にハッとしたのだとか。

「『お母さんにベールダウンしてもらって、

お父さんとバージンロードを歩く。そんな

「映像には、結婚に対する想い、ご両親

や育ててくれた伯父さま夫婦への感謝を

語ってもらったインタビューも入れ、新

郎新婦の入場前に上映しました。という

のも、ゲストの皆さんにふたりの想いを

しっかりと共有してもらってから、楽し

い時間を共に過ごしてほしかったから」

上映中、新郎新婦は扉の外で、熊谷さ

んは会場の中でゲストの様子を伺ってい

たそう。

「今まで口にすることのなかったご両親

への想い、そしてこれまで支えてくれた

人たちへの感謝。それらを一生懸命に伝

えようとするふたりの姿を、食い入るよ

うに見つめる伯父さま夫婦やゲストの表

情を見た時に、ふたりの想いがちゃんと

伝わったことを確信しました」

上映が終わると、会場にはアップテン

ポの曲が流れ、満面の笑みで新郎新婦が

登場！

「涙を流していたゲストの皆さんも、そ

こからは一気に笑顔に。乾杯の発声は伯

父さま。中座のエスコート役を指名され

シーンをずっと夢見ていました』。その言

葉に、果歩さんの本心が隠されていると気

付いたんです。彼女が望む式は、ご両親を

そばで感じられるもの。そのご両親の代わ

りは誰にも務められないのだと」

伯父さまご夫婦の手前、本心が言えない

でいる新婦の心情を察知した熊谷さんは、

結婚式は新郎新婦のふたりだけで行ない、

披露宴は別の日に行なうことを提案。

「その代わり、結婚式の様子と共に、お

ふたりの式に込めた想いを言葉にして映

像に残し、披露宴で上映してはどうかと

話しました。すると、果歩さん表情がみ

るみる明るくなっていったんです」

ふたりの結婚式にふさわしい舞台とし

て熊谷さんが探し出したのは、新潟県の

妙高高原にある赤倉観光ホテル。チャペ

ルは雲海を望めるほどの絶景。空との一

体感を覚える神秘的な空間に、新郎新婦

も大興奮し、即決だったそう。さらに、

ヘア＆メイクは新婦が普段からお願いし

ている美容師に、映像も以前からふたり

を知るビデオグラファーに依頼。

「結婚式は、誰に気を使うこともなく、

自分たちの心に素直になれる時間であっ

てほしい。そんな想いから、当日のスタ

ッフもおふたりの近しい人にお願いする

ことにしました。ですから下見に同行し

てもらったり、打ち合わせもマメに行な

ったりなどして、当日までに交流を深め

ていきました」

自身の “ 仲間 ” や “ チーム ” に固執せず、

一期一会のチームワークすら楽しむのも

熊谷さんらしさ。むしろ、新郎新婦が望

む “ 人 ” をまとめるのもプランナーの役割

と言い切るのだ。

そして、迎えた結婚式当日は、見事な

までの晴天。

「手を携えながら空にまっすぐに伸びる

バージンロードを歩き、天国にいるご両

親に結婚の報告をし、幸せになることを

誓ったおふたり。何とも静かで穏やかな

結婚式でした」

結婚式はもちろん、婚姻届を提出した時

やお盆にお墓参りをした時の様子も映像に

納め、4 カ月後に行なわれた披露宴で上映。

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  フォトグラファー：下宮真一写真事務所 　ビデオグラファー：Limage　
　　　　　　　　　   フローリスト：Studio Rose 　スタイリスト：鈴木幸湖 / 永島希依子

挙式会場
「他界した新婦のご両親に捧げる結婚式」
がテーマ。まるで空に浮かぶような神秘
的な空間が魅力のチャペルで、ふたりだ
けの結婚式を挙げた。

演出
入籍や挙式、お墓参りなど、披露宴ま

でのふたりの様子をビデオで撮影。また、
お世話になった方々への感謝やふたりの
想いはインタビュー形式で語ってもらい、
披露宴の入場前に上映。どんな想いでこ
の日を迎えたのかをゲストに知ってもら
うことで、想いの共有を図ることに。

た果歩さんのお兄さまは、最初から泣き

通し。その場にいたすべての人が、ふた

りを心から祝福する温かなパーティーに

なりました」

披露宴がお開きになり、新郎新婦が熊

谷さんに伝えた言葉は、「披露宴が楽し過

ぎて、終わるのが寂しい！」

「24 年前、まさに私が思ったことと同じ

ことをふたりが口にしたんです。やっぱ

り結婚式は楽しくなくちゃですよね（笑）。

心にある引っ掛かりをきちんと解消し、

心置きなく楽しむ。結婚式の醍醐味をあ

らためて感じることのできた、思い出深

いウエディングでした」

スタッフ
準備段階からリラックスできるように

と、挙式、披露宴共に美容師とビデオグ
ラファーを新郎新婦と旧知の仲の方に依
頼。

ウエディングケーキ
コロナ禍の結婚式であったことから、

小分けにラッピングしたシフォンケーキ
をタワー状に積み上げ、デザートタイム
でゲストにサーブ。



＃ 32  出産内祝い

特別な日をより輝かせてくれるモノやコトgood things。
新しく誕生したファミリーを祝福していただいた方
たちへのお返しギフト。 親族などの近親者には名入れ
したアイテムや、画像をプリントしたカスタマイズアイテムが
喜ばれます。そうでない同世代にはカジュアル&キュートな
アイテムが、" 贈ってうれしい、贈られてうれしい " の

独自の審美眼によるギフトセレクションが注目され、手土産など日常的なギフトから、お中元、お歳暮などのシーズナルギフトや引き出物まで多彩な贈りものシーン
の TPO に合わせたアイテムを選定。女性誌での連載や審査員、ギフトブランド “ROOM SERVICE” の商品プロデュースなど多方面で活躍中。著書に『ギフトコンシェル
ジュ真野知子の大切な日のためのギフト・マニュアル』（マーブルブックス）がある。「マツコの知らない世界 #72 記憶に残る！人と差がつく！手土産の世界！」に出演
など、TV やラジオといったメディア出演でも活躍の場を広げる。 Instagram：tomoco_mano ／ Twitter：@mano_tomoko ／ URL＝ http://gift-code.jugem.jp

真野 知子
Tomoko MANO

シュシュクル　焼き菓子セット／やきがしや SUSUCRE
http://susucre.com

English Tea Shop　オーガニッククラッシックティープリズム　12 フレーバーのアソート
／㈱ SEAコーポレーション　http://www.etsjapan.co.jp

ローズフラミンゴ ガラス製ティーキャニスター入り ティーバッグ 10 個
／紅茶専門店 TEAPOND　http://www.teapond.jp

ルル メリー　ルルガトー 4 個セット／㈱メリーチョコレートカムパニー
https://www.mary.co.jp/mary/ruru

形でお互いが Happy になるギフトです。例えば、
子どもの頃に親しんだ絵本作家によるイラストの缶入り焼き
菓子や、パッケージやイラストがかわいらしいお菓子や
お茶などもティータイムが楽しく華やぎます。ナイス
ルッキングな物なら、より印象に残るギフトになるで
しょう。


