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結婚式の実施率上昇に向けた取り組み
『リラックマ』初のウエディングプラン発表
㈱エスクリは、サンエックス㈱の人気キャラクター『リラックマ』初のウエディングプラン
をプロデュースし、7 月 22 日より「リラックマブライダルフェア」（結婚式の無料相談会）の
予約を開始した。同社ではドレス・フラワー・サービスなどを内製化している強みを最大限に
生かし、これまでも「ポケットモンスター」や「ハローキティ＆ディアダニエル」といった数々
の人気キャラクターとのタイアップなど、魅力的なコンテンツ作りを行なってきた。
今回の『リラックマ』との取り組みでは、ブライ
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クマのリングピロー」を用意。またブライダルフェア
を通して成約した新郎新婦には、成約特典として描
き下ろしイラストを使用した「ウェルカムボード」
「ケ

典をプレゼント。さらに結婚式当日にリラックマとコ
『リラックマ』好きにはたまらない
演出が可能となるフェアを全国の会
場にて開催

リラックマがお祝いに来てくれる「グリーティングプ
ラン」も。会場を愛らしいリラックマたちで彩るこ
とができるスペシャルなプランを提供していく。
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