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株式会社エスクリ 

 
リアル×オンラインが LINK する新しい結婚式のかたち 

変わりゆく世界で 変わらない “想い” をつなぐ 
～Dimensional -link- Wedding～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CEO: 渋谷守浩、東証一部:証券コード 2196 以下、エスクリ）は、アフターコロナのウエディングに新しい価値を提供

すべく、リアル×オンラインがつながる新しい結婚式のかたち「Dimensional -link- Wedding（以下、本サービス）」を 

リリースいたします。 

 

「Dimensional -link- Wedding」コンセプト 

 

変わりゆく世界で 変わらない“想い”をつなぐ Dimensional -link- Wedding 

リアル×オンラインが LINK する 新しい結婚式のかたち もうこの世界に届かない想いはない 

 

新郎新婦と祝福したいすべて人の“想い”が溢れる結婚式、互いに届けたい “想い” があるからこそ結婚式が存在する 

 

時代の流れとともに日々変化していく世界、人と人との繋がり方さえも変わっていく時代 

それでも変わらない “想い” は 過去も未来もきっとあるはず 

 

そんな変わりゆく時代に合わせ 結婚式も新たなステージへ、新郎新婦にとってかけがえのない 

一人一人への “想い” を大切に、関係性・距離感・ゲストパーソナルに合わせたおもてなしを実現 

 

リアル参列×オンライン参列が共存する 今までの次元を超えて LINK する世界観 

新郎新婦はゲストにとって最適な招待方法を選び 感謝の気持ちを込めたおもてなしをご用意 

招待されるゲストは関係性に合わせたお祝いの気持ちを新郎新婦へお届けできる 

 

Dimensional -link- Wedding は 新郎新婦を祝福するすべての人へ 

同じ時間と感動を共有し “ありがとう” と “おめでとう” が溢れる結婚式を実現する 

NEWS RELEASE 



 

「結婚総合意識調査 2021（リクルートブライダル総研調べ）」によると、結婚式ゲストがコロナ禍での結婚式に出席して

「良かった」「感動した」割合は過去 2 回調査と比較して最多、また、実際に式を挙げた人による、挙式、ウエディングパー

ティーで実現できたことは「今後のライフプランを考えるきっかけになった」が昨年より増加。コロナ禍という特殊な状況下にお

いて、結婚という人生の節目となる挙式、ウエディングパーティーを実施することで、自分の人生を改めて考える機会になっ

たと回答。結婚式は新郎新婦、ゲスト双方にとって重要なイベントであることが伺えます。 

 

一方でコロナ禍において、当たり前だった日常が当たり前でなくなり、人との付き合い方や距離感が見直されつつある今、 

エスクリではアフターコロナの結婚式には、結婚式を挙げる新郎新婦、結婚式に招待されるゲスト、様々な関係性に応じ、

招待方法も参列方法も双方が自由に選べる新しい結婚式のかたちが必要と考え、本サービスをリリースいたします。 

 

新型コロナ感染拡大以降、エスクリでは”ALL for Thank you” のウエディングコンセプトのもと、新郎新婦の「ありがとう」

の気持ちとゲストの「おめでとう」の気持ちを双方に届ける結婚式を創るべく、自社開発の結婚式準備サイト「アニクリ」の機

能を拡充。「挙式・披露宴のライブ配信ツール／アニクリ Live」、「ご祝儀の WEB 決済サービス／アニクリ WEB ご祝儀」

をリリースし、ご利用された多くの新郎新婦に大変ご好評をいただいてまいりました。 

 

アニクリ Live の利用者からは、参列したかったけど叶わなかったゲストからの喜びの声の、当初予定していた参列ゲスト人

数よりも配信の視聴人数が増えた、という嬉しいお声も聞くようになり、ここに新しい結婚式のかたちがあると考えました。 

 

これまで謳っていた「結婚式のライブ配信＝参列が叶わないゲストが視聴をするサービス」ではなく、リアルとオンラインが

LINK することで結婚式に新たな価値を創造。ゲスト自身が、各々の関係性やタイミングで参列のスタイルを自由に選び、

経済的負担等を軽減することで参列ゲストの垣根が下がり、多くの人が結婚式に触れられる機会を創出し結婚式の新た

な価値を世に広めてまいります。 

 

学生時代からの親友だけれどご懐妊中で参列が難しいゲスト、海外に赴任中の同僚、年賀状のやりとりだけになってしまっ

ている恩師、関係性は様々であっても、結婚式は、新郎新婦が関わった全ての人にとって大切な節目。 

伝えたいのは、“ありがとう”の感謝の気持ちと、“おめでとう”のお祝いの気持ち。 

 

本サービスでは、リアル参列×オンライン参列が共存する 今までの次元を超えて LINK する世界観をお届けいたします。 

 

■「Dimensional -link- Wedding」イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リアル×オンラインが LINK する次元を超えた「新しい結婚式のかたち」 



 

■「Dimensional -link- Wedding」サービス紹介（随時拡充） 

 

□アニクリ Live-Share Anniversary-／挙式・披露宴のライブ配信ツール 

・エスクリ独自開発の結婚式専用のライブ配信システム、専属カメラマンによる高画質かつ安定した映像を配信 

・著作権、著作隣接権をクリアにした安心な配信システム 

・双方向配信可能、チャット機能によりリアルタイムでのコミュニケーションが可能 

・プレゼント機能もあり、結婚式中にオンラインで贈り物が可能（フラワーシャワー、シャンパン、ブーケ等） 

・結婚式後 1 か月間アーカイブ配信ができ,新郎新婦は後日視聴が可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※アニクリ Live-Share Anniversary-リリース：https://www.escrit.jp/pdf/201112_Press_release.pdf 

 

□アニクリ WEB ご祝儀／キャッシュレスでご祝儀の受け渡しができる WEB 決済システム 

▽新郎新婦 

・現金受け渡しが不要なため受付の負担軽減 

・事前にご祝儀を受け取れるため、結婚式費用への充当が可能 

・結婚式当日、高額なご祝儀の管理が不要 

▽ゲスト 

・新札の用意が不要なため結婚式の準備負担軽減 

・キャッシュレス決済により現金の持ち出し不要 

・ライブ配信視聴ゲストも少額（1,000 円～）からご祝儀を送ることが可能 

□おもてなしアイテム 

ライブ配信参加者へも“しっかりとしたおもてなし”ができるよう、 

ご祝儀の金額や、新郎新婦とゲストとの関係性に応じて、アイテムをセレクトしお届け可能 

 

▽商品例 

※アニクリ WEB ご祝儀リリース：https://www.escrit.jp/pdf/210331_Press_release.pdf 

【婚礼会席重：ご祝儀 3 万円ゲスト向け想定】 

ライブ配信視聴中に食事を一緒に楽しめる「婚礼会席重」をチルドでお届け 

【ワイン＆チーズセット：ご祝儀１万円ゲスト向け想定】 

ライブ配信視聴中にワイン＆チーズで気軽に参加できるアイテムをお届け 

【宅配ワインギフト】 

ライブ配信視聴ゲストも同じワインで乾杯できるように事前にワインをお届け 

https://www.escrit.jp/pdf/201112_Press_release.pdf
https://www.escrit.jp/pdf/210331_Press_release.pdf


 

会社概要 

社 名  ： 株式会社エスクリ 

設 立  ： 2003 年 6 月 

資 本 金  ： 5,000 万円(2021 年 3 月 31 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 

上場市場  ： 東京証券取引所市場第一部 (証券コード 2196) 

従業員数  ： 1,068 名（2021 年 3 月末現在、グループ全体） 

年 商  ： 連結 129 億円(2021 年 3 月期) 

代 表 者  ： 代表取締役社長 CEO 渋谷 守浩 

事業内容  ： 挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業 

U R L  ： https://www.escrit.jp/ 

 

【グループ会社】 

株式会社渋谷(本社：奈良県桜井市)  SHIBUTANI エステート・パートナーズ株式会社（奈良県橿原市） 

ESCRIT HAWAII INC．（ハワイ州ホノルル市）  ESCRIT Taiwan INC.（台北市）  

【直営店】 

■関東 

ロザンジュイア広尾迎賓館、ラグナヴェール TOKYO、ザ マグナス TOKYO、シャルマンシーナ TOKYO、アンジェリオン オ 

プラザ TOKYO、アルマリアン TOKYO、ルミヴェール TOKYO、南青山サンタキアラ教会、パラッツォドゥカーレ麻布、ラグナ

スイート ホテル＆ウエディング新横浜、ラグナヴェール SkyTerrace、ラグナヴェール アトリエ、ラ･ポルト、ザ・ライブラリー、

L2126 

■東海 

ラグナスイート ホテル＆ウエディング名古屋、ラグナヴェール NAGOYA 

■関西 

ア･ラ・モード・パレ&ザ リゾート、ラグナヴェール PREMIER、ラグナヴェール OSAKA、ラヴィマーナ神戸 

■中国 

ラグナヴェール広島 

■四国 

渭水苑／祥雲閣 

■九州 

アルマリアン FUKUOKA、ラフィネ・マリアージュ迎賓館、 

■東北 

ラグナヴェール SENDAI  

■北陸 

ラグナヴェール KANAZAWA、ラ・ブランシュ富山、クイーンズコート・グランシャリオ、シャルム・ド・ナチュール、セントミッシェル 

ガーデンウエディング、アヴェールブランシェ 

■沖縄  

セントレジェンダ OKINAWA 

【運営サービス】  

ルクリアモーレ、得ナビウエディング、フォトウエディング スマクリ、パーティハンター、WINELIST 

【運営受託・コンサルティング】 

Fish Bank TOKYO、神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 

 
＜本件に関する報道関係者 お問い合わせ＞ 

株式会社エスクリ 広報PR 

担当/村井 Tel: 080-9774-6015 ／ Mail :midori-murai@escrit.jp 

https://www.escrit.jp/

