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中国地方最大級の繁華街・広島八丁堀の新たなランドマーク
広島八丁堀 NK ビルに「ラグナヴェール広島」をオープン
全国で式場を展開するエスクリグループ中国地方に初進出
ブライダルフェア予約受付 12 月 22 日（金）スタート！

▲天井高 7 メートルのチャペル『ソレイユ』

▲森のリゾートのような会場『ウェルデカーサ』

※イメージ画像です

挙式・披露宴の企画・運営を主たる事業として展開する株式会社エスクリ(本社：東京都港区、代表取締役社
長：渋谷守浩、東証一部：証券コード 2196 以下、エスクリ)は、広島エリアに初出店する来年春オープン予定の
結婚式場の屋号を『ザ・プレミアムレジデンス ラグナヴェール 広島(以下ラグナヴェール 広島)』と決定し、平成 29
年 12 月 22 日(金)よりブライダルフェアの予約受付をスタートいたします。
今回出店する八丁堀地区は中国地方最大級の繁華街であり、デパートや大型商業施設のほか、広島県庁、日
本銀行広島支店などの官庁街、オフィス街が立ち並ぶエリアです。『ラグナヴェール 広島』は「賑わい」と「落ち着き」とが
重なり合う空間に、JR 西日本不動産開発株式会社と株式会社サンケイビルの 2 社が手がける広島電鉄「八丁堀」
駅より徒歩１分の「広島八丁堀 NK ビル」の 2 階、10 階、11 階、12 階にオープンいたします。
今回の広島エリアへの新規出店は、エスクリの強み※1 である超都市型出店、マルチスタイル出店を新たに体現したもの
となります。
12 階に位置するチャペル「ソレイユ」は、樹木や緑の存在を身近に感じることができる温かみのある作りが魅力で、天
井まで続く大きな窓からは自然光がたっぷり降り注ぎます。
また、10 階、11 階にはテイストの異なる 2 つのパーティ会場をご用意し、お好みに応じて選んでいただくことが可能で
す。100 名以上のゲストを招待できる『VERDE CASA（ヴェルデカーサ）』は、日本語で「緑の家」を意味し、ナチュラ
ルウッドで仕上げられた森のリゾートのような心地よさを感じていただけます。そして、日本語で「花の家」を意味する
『FIORE CASA（フィオレカーサ）』は、どんなコーディネートも大人可愛く仕上がるホワイトを基調にした会場となってい
ます。パーティ会場にはそれぞれ専用キッチンが隣接しているため、出来たてのお料理をライブ感いっぱいにサーブすること
が可能に。美食と洗練された空間での最上級のおもてなしが、新郎新婦様とゲストのみなさまの特別な一日を、最高
の一日へと演出いたします。

なお、広島八丁堀 NK ビル内には、株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメントが運営する「カンデオホテルズ広島八
丁堀※2」が開業します。遠方からお越しのゲストの方にも寛いで頂きながら、結婚式へ参列いただくために、エスクリは同
ホテルと連携を致します。また、ウエディング会場として利用されるラグジュアリーなパーティ会場は、施設が稼働していな
い平日は企業様のご宴会、イベントなどにもご利用いただけます※3。
年間約 8,000 組の結婚式を手掛けてきたエスクリは、ブランドメッセージ「All for Thank you(オール フォー サンキュ
ー)」※4 のもと顧客満足度向上を目指し、衣裳、料理、写真など、婚礼に関する各業務を内製化することによってワン
ストップサービスを提供しております。『ラグナヴェール 広島』でも、ブランドメッセージ「All for Thank you」のもと、新郎
新婦様とゲストのみなさまにご満足いただけるサービスを提供していきます。
■結婚式場概要
屋号名：ザ・プレミアムレジデンス ラグナヴェール 広島
住所：広島県広島市中区八丁堀 14 番１号
チャペル：1 チャペル
披露宴会場：2 バンケット
アクセス：広島電鉄「八丁堀駅」徒歩 1 分
施設スタイル：ホテル併設・ゲストハウススタイル
URL：https://hiroshima.lagunaveil.com/
「LAGUNAVEIL HIROSHIMA ブライダルサロン」
（同ビル内２F）

※1 エスクリの強み
広島八丁堀 NK ビル
a)超都市型出店
東京 23 区・政令指定都市・新幹線停車駅がある人口 30 万人以上の「認知度の高い立地」や、ターミナル駅やブラ
ンドイメージの高い「駅チカ・駅ナカ」へ結婚式場を出店することで、他社と比較して立地の優位性を図っています。
b)マルチスタイル出店
エリア特性・立地に合わせて、ゲストハウス・専門式場・ホテル・レストランという多様な施設スタイルで出店することで、お
客様の多様なニーズにこたえています。
c)内製化・仕組化
ブライダル事業における、料理・サービス・衣裳・ジュエリー・装花・ヘアメイク・司会・音響/照明・写真・内装という各業
務を内製化し、ワンストップでサービスすることで、顧客満足度向上と業務効率化を図っています。また、接客に関する
情報の定量的分析による施設運営と営業支援を行い、業務効率化と業績向上に役立てています。
※2 カンデオホテルズ広島八丁堀
https://www.candeohotels.com/hiroshima-hatchobori/
※3 法人宴会部門「パーティハンター」
https://partyhunter.jp/?gclid=COrsgcjx8NACFZKTvQodx48K5A
※4 ブランドメッセージ「All for Thank you(オール フォー サンキュー)」
エスクリのブランドメッセージです。エスクリは、新郎新婦からゲストの皆様への「ありがとう」を伝えるために、ウェディングプラ
ンナーやドレススタイリスト、フローリスト、サービスなどすべてのスタッフがチームとなって新郎新婦の結婚式を創ってまいり
ます。
(ご参考) ブランドサイト：http://bridal.escrit.jp/
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