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9/19 エスクリの最高級ウエディングプロデュースサービスを開始
プレミアイベント“約 1 億円相当のダイヤモンドティアラを身に付けたクリスマス挙式”
カップル募集スタート！

ティアラ写真

ウェディングシーン写真

挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル企業の株式会社エスクリ（本社：東京都港区、代表取締役社長：
岩本博、東証一部：証券コード 2196 以下、エスクリ）は、平成 26 年 9 月 19 日に、完全オーダーメイドの結婚式
をプロデュースするサービス『Lecria Wedding（レクリアウェディング）』（以下、本サービス）をリリースいたしま
す。
一般的な結婚式までの流れは、結婚式場選びからスタートすることがほとんど
ですが、本サービスでは、新郎新婦様からウェディングプランナーにどのような結
婚式にしたいかお話していただいてから、ウェディングプランナーが結婚式の場所
や結婚式の内容をプランニングします。新郎新婦様は、そのプラン内容やウェディ
ングプランナーとの相性、費用などにご納得していただいてからお申し込みいた
だけるのが特徴のひとつです。（※1）
また、本サービスでは、年間 4,000 組以上の結婚式を担当してきたエスクリのス
タッフの中でも、選び抜かれた経験豊富なウェディングプランナー、グランシェフ、
フォトグラファー、ドレススタイリスト、フローリスト、ヘアメイクアップアーティスト等
のスタッフが、新郎新婦様のご要望に合わせて、完全オーダーメイドの結婚式を
創り上げます。

レクリアウェディング

ウェディングプランナー

石原亜季

エスクリは、「All for Thank you（オール フォー サンキュー）※2」というブランドメッセージのもと、新郎新婦様
のため、衣裳、フラワー、サービス等を担当するすべてのスタッフが一丸となって、結婚式をサポートいたしま
す。
本サービスは、その最高峰のサービスとして位置づけ、本ブランドメッセージを体現していきます。

本サービスでは、サービススタートを記念して、2014 年秋にグランドオープンする『アルマリアン TOKYO』とコ
ラボレーションし、世界にひとつだけしかない約 1 億円相当のダイヤモンドティアラ『PLATINUM PRINCESS
TIARA』を身につけて行う、クリスマス挙式を 39 万円でご提供いたします。
結婚式当日は、プレスの方々の取材もお受けいたしますので、下記お問い合わせ先までお問い合わせくだ
さい。
本サービス・取材に関するお問い合わせ先
株式会社エスクリ 経営企画部 TEL: 03-3539-7631
クリスマス挙式 カップル募集キャンペーン概要
日程：平成 26 年 12 月 25 日（木） ※時間未定
場所：アルマリアン TOKYO（住所：東京都豊島区東池袋 1-8-1 6・7F）
金額：390,000 円（税抜き）
応募期間：～平成 26 年 10 月 15 日（水）23:59
お問い合わせ：0120-979-718
キャンペーンサイト URL：http://lecria.escrit.jp/christmas/

今後も、エスクリでは、「All for Thank you」のもと、新郎新婦様に役立つサービスを展開していきたいと考え
ています。
※1 結婚式までの流れ（一般的な流れと本サービスの流れとの違い）
レクリアウェディングのプロセス

一般的な結婚式のプロセス

※2「All for Thank you」について
エスクリのブランドメッセージです。エスクリは、新郎新婦様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
新郎新婦様の結婚式を創っていきたいと考えています。
（ご参考）ブランドサイト：http://bridal.escrit.jp/
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5 億 4,731 万円（平成 26 年 6 月 30 日現在）

所 在 地 ：

東京都港区西新橋 2-14-1 興和西新橋ビル B 棟
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651 名（平成 26 年 3 月末時点グループ全体 パート・アルバイト除く）
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挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業
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【直営店】
ア･ラ・モード・パレ&ザ リゾート

兵庫県神戸市東灘区向洋町中 7-1-7

ラグナヴェール AOYAMA

東京都港区南青山 4-21-26 RUELLE 青山

ロザンジュイア

東京都港区南麻布 5-11-15

ラグナスイート ホテル＆ウェディング名古屋

愛知県名古屋市中区錦 3-12-13

ラグナスイート ホテル＆ウェディング新横浜

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-6-6

ラグナヴェール TOKYO

東京都中央区京橋 2-5-18 京橋創生館 8F、12F-13F

ラグナヴェール NAGOYA

愛知県名古屋市東区東桜 1-1-10 Blossa（ブロッサ）2F-3F

ザ マグナス TOKYO

東京都中央区銀座 7-8-10 FUKUHARA GINZA ビル 9F-11F

ラグナヴェール PREMIER

大阪府大阪市北区梅田 3-1-3 大阪ステーションシティ
ノースゲートビルディング 28F

ラグナヴェール OSAKA

大阪府大阪市北区堂島浜 1-3-23

シャルマンシーナ TOKYO

東京都渋谷区神宮前 4-5-6

アンジェリオン オ プラザ TOKYO

東京都中央区京橋 3-7-1 相互館 110 タワー 11F-12F

アルマリアン FUKUOKA

福岡県福岡市中央区今泉 1-22-17
RESOLA SOUTH TERRACE 2～9F

ラグナヴェール SENDAI

宮城県仙台市宮城野区榴岡 1-2-13

アンジェリオン オ プラザ SENDAI

宮城県仙台市宮城野区榴岡 1-2-13

≪開業予定≫
アルマリアン TOKYO

東京都豊島区東池袋 1-8-1 WACCA 6F-8F

アヴェニールクラス TOKYO

東京都豊島区東池袋 1-8-1 WACCA 6F-8F

【運営受託・コンサルティング】
XEX 日本橋、XEX TOKYO、XEX ATAGO GREENHILLS、XEX DAIKANYAMA、XEX WEST
（運営：株式会社ワイズテーブルコーポレーション）
ホテルシーガルてんぽーざん大阪（運営：株式会社河野総合経営システム）
神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ（運営：株式会社ホテルニューアワジ神戸）
ウェディングガーデンフルーランジュ（運営：有限会社ささや）
IRおよび取材に関するお問い合わせ先
株式会社エスクリ 経営企画部 TEL: 03-3539-7631

