（東京都港区）

渋谷 守浩

社長（53）

近年は少子化などの影響もあり、縮

われているブライダル産業ですが、

︱︱市場規模１兆４０００億円と言

増していますが、一方でコンパクトな

︱︱業界を取り巻く環境は厳しさを

を持ち歩かない人が増えた結果です。

ドの利用率が上がったことで、現金

ッシュレス化が進み、クレジットカー

れも時代の流れによるもので、キャ

字という事態に陥っていますが、こ

ＡＮＡとは２０１６年 月に、ＪＡ

だけがこの取り組みを行っています。

いませんでしたが、
日本で唯一、
我々

ルが貯まるなんてことは誰も考えて

貯まるのです。今まで結婚式でマイ

ＪＡＬ、もしくはＡＮＡのマイルが

我々の施設で結婚式を挙げて頂くと

す。例えばその一つがマイルです。

世の中の流れと逆を行く経営戦略を推進
新設抑え、既存施設のリニューアル工事に注力

小が続いています。

結婚式や海外でのリゾート婚のよう
な新たなトレンドも生まれています。

Ｌとは昨年業務提携しました。式の

結婚式でマイルが貯まる
業界唯一のサービス

渋谷 数字だけを見れば確かにそう
ですが、我々はそれをあまりネガテ

︱︱キャラクターとのコラボレーシ

単価が４００万円前後ですから、結

ョンも、エスクリの特徴の一つだそ

渋谷 市場の縮小を時代の流れだか

のであれば、時代の流れに合

うですね。

ィブに捉えてはいません。なぜなら、

わせて本業をカスタマイズし

渋谷 ディズニーやサンリオ、ポケ

婚式を挙げれば海外旅行の旅費分く

ていけば良いのです。我々が

ットモンスター、モンスターハンター、

ら仕方ないと言って受け入れること

生き残る道はそこにしかあり

最近ではサマンサタバサなど、色々

これは自然の原理原則に基づいた動

ませんし、それができなけれ

なキャラクターやブランドとコラボ

らいはマイルが貯まります。実際、

ば消えるか他に吸収されるし

レーションしています。数は業界の

は簡単ですが、それを認めてしまう

かありません。

きであり、我々の業界だけに限った

︱︱具体的にどのような取り

中で一番だと思いますよ。少し前ま

結婚式のお値段を安くするよりも、

組みをされているのでしょう

ではどちらかというとキレイで美し

と我々は本業をやめるしかありませ

か。

いウェディングが好まれましたが、

ことではないからです。例えば金融

渋谷 我々が特にこだわって

最近はエンターテイメント性や楽し

こちらの方がお客様には喜ばれます。

いるのは、理にかなったもの

さを求める方が増えています。ここ

ん。新たなトレンドが生まれている

Profile しぶたに・もりひろ

業界では、今や地銀の６、７割が赤

1966年6月生まれ。奈良県桜井市出身。建築専門学校を卒業後に家
業の建設会社、渋谷（奈良県桜井市）に入社。専務取締役を経て、
2008年に4代目社長に就任。不動産の有効活用提案や一般住宅、公
共工事などを幅広く手掛ける。その後、エスクリからのM&A提案
を受け入れてグループに参加。現在、エスクリグループの代表を務
めながら、渋谷の代表も兼務している。

華やかなイメージで、憧れる女性が多いブライダル
業界だが、近年は少子化や晩婚化、結婚に対する価値
観の変化などの影響を受け、市場規模は縮小している。
しかし、そんな中で独自の経営戦略のもと成長を続けて
いるのがエスクリ（東京都港区）だ。2019年3月の売上
高は、約333億円に達した。創業者の岩本博会長からバ
トンを引き継ぎ、独自の経営感覚でグループを牽引す
る渋谷守浩社長を直撃した。

エスクリ
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︱︱今年、ハワイに直営の式場をオ

ないと思います。

まだまだ結婚式に対する興味は薄れ

しました。
業界では
「何で今なのか」

満を持してハワイに施設をオープン

ならば我々は行こうということで、

安売りや撤退を始めています。それ

からこそ働いているスタッフが、我

そっぽを向かれるのも困ります。だ

と同等かあるいはそれ以上に社員に

ぽを向かれるのは困りますが、それ

ん。株主のみなさんやお客様にそっ

は新規出店を控えようと思っていま

ているので、東京オリンピックまで

渋谷 今は工事費がとにかく高騰し

ていますよね。

存施設のリニューアルには力を入れ

設を控えている印象です。一方で既

︱︱ハワイの施設を除き、最近は新

ープンしました。昨年は台湾にイン
という声も多いようですが、私は商
が社にいることに誇りを感じてもら
す。数年前と比べて１・５倍近くし

ろにしていたらもう明日はありませ

バウンド用の事務所を出すなど、こ
売とはそういうものだと思っていま
える、あるいは感謝してもらえるよ
ますから、無理して出す必要はあり

た。どこもハワイでは苦戦していて、

こにきて海外事業に積極的に取り組
す。流れを大切にしつつ、攻め方も
うに知恵とお金を使いながら取り組

の部分を外さずに追求していけば、

んでおられます。
考えなければなりません。
ません。それよりも我々も 年、

渋谷 私は“世間の見方とは逆を行
んでいます。

して掲げています。だから他社がこ
ている会社がどれだけあるのかと言

かし、業界の中で３００億円を超え

大手と比べれば小さな規模です。し

私は契約社員制度自体の意味がよく

パクトの強い改革でした。そもそも

廃止しましたが、これも非常にイン

私が社長になってから契約社員も

うと。新築に 億円かけるなら、１

ますので、こちらのテコ入れをしよ

代に合わなくなった施設も増えてい

年とやってきた中で、古くなって時

我々の年商はまだ約３３３億円で、

ぞってハワイに進出していた時期に
うと、数えるほどしかありません。

く”というのを、経営方針の一つと

は、あえて行くのを避けていました。

２０

そもそも日本で生き残るのさえ大変

１５

て出る必要はないでしょう。

なときに、リスクを負ってまで打っ

を取得するなど、高い評価を得てい

改革については、
「 えるぼし 」認定

り組んでいます。特に女性の働き方

︱︱職場環境の改善にも積極的に取

くだけです。

営判断さえ間違わないように攻め抜

に勝てる余地はあります。あとは経

ら、攻め方さえ間違わなければ十分

我々クラスでトップ５に入るのだか

すが、スタッフに喜んでもらえるい

児所の創設など、コストはかかりま

思っています。他にも時短勤務や託

とができたので無駄ではなかったと

スタッフのモチベーションを上げるこ

ね。その分、管理本部は大変でしたが、

社員にしました。これは沸きました

名中１００名いましたが、全員を正

おうと。当時、契約社員は１１００

めにならない。だったらやめてしま

かりで、まったく当の本人たちのた

ば聞くほど会社に都合の良いことば

社員ではない、では何なのか。聞け

分かりませんでした。社員なのに正

戦略は、業界出身者ではないからこ

ています。エスクリの独創的な経営

める一方で、建設会社の社長も務め

︱︱渋谷社長はエスクリの代表を務

最優先しています。

です。今はとにかくリニューアルを

るのが一番まずいと考えているから

いのは、間違ったお金の使い方をす

ています。それでもあえてそうしな

待される投資家の方の心境も理解し

から、
「 次はどこに出すのか 」と期

ます。もちろん我々も上場企業です

やった方が、今は良いと判断してい

ヵ所１億円のリニューアルを 億円

由な発想によるところもあるのでは

ている。だから何の縛りもない自由

に浅い。それでも色々と変わってき

だって本当に増えたのはこの 年と

ウェディングやホテルウェディング

を挙げていたわけですから。ハウス

んな互助会に行って玉姫殿で結婚式

のようなウェディングはなくて、み

わりません。そもそも 年前には今

で、商売という意味では建設何も変

えていません。ウェディングもそう

同じで、商品が違うくらいにしか考

売るのも新聞を売るのも基本は全部

私は商売は所詮、魚を売るのも車を

渋谷 確かにそうかもしれませんが、

は程遠い状況です。こんな中で中長

銀も業績は悲惨で、好景気というの

の。しかし、現実はメガバンクも地

て一番良くなっていないといけない

あれば日本は株価がどんどん上がっ

万博も控えているこの時期、本来で

オリンピックが間近に迫り、さらに

結局のところどうなるか分からない。

為替も安定していなければ消費税も

いにくい状況ですよね。というのも、

渋谷 正直なところ、今はそれを言

ンはありますか。

いうことですが、中長期的なビジョ

︱︱当面は新設については控えると

けないといけません。

しょうから、そこのところは気を付

あるでしょうね。

す。うまくコントロールする必要が

ますし、人の考え方や方言も違いま

ただし、土地には土地の文化があり

討する余地は十分にあると思います。

直せる自信があるものについては検

ているものが多いので、うちで立て

渋谷 地方の施設は良い立地に建っ

あるのでしょうか。

Ａして地方展開を強化する可能性は

増えています。そうした施設をＭ＆

︱︱地方では経営不振に陥る施設が

えています。

もらえるような企業でありたいと考

は見えないけれど可能性に投資して

えていることはありますので、目に

ただ、我々としてはもちろん色々考

１５

３０

か 年の間です。だから歴史は非常
２０

しかし今は状況が変わってきまし

ます。

契約社員を廃止
働き方改革に注力

渋谷 これについては世の中の流れ、

そできる既存の概念に縛られない自

います。我々のサービスは社員あっ

な発想を持った人間の方がうまくい

期のビジョンを言ったところ、リッ

ないでしょうか。

くことも多いと思います。もちろん

プサービス程度にしかなりません。

てもの、だからスタッフをないがし

１０

それが弱みになることだってあるで

経営不振施設のＭ＆Ａを視野

ろいろな仕組み作りを進めています。

１０

世間の要望を大切にして取り組んで

エスクリが運営する「ルミヴェールTOKYOチャペル」
▲リニューアルにより生まれ変わった
「ラグナヴェールプレミアホワイエ」
（左before、右after）
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