ある︒料理を楽しむことは︑
ホストら

しみ味わうためのガイドブックなので

結 婚 式は︑挙 式 するカップルはも

のもてなしの心を味わうことである

いこと﹂
である︒

ちろん︑出席するゲストにとっても新

と同時に︑
ゲストとしてホストの心意

メニュー表には︑料理の説明が詩的

気に応えることである︒

体 験の

しいことと出 会う貴 重な
場 である︒

結 婚 式のゲストの中には︑出され

今や料 理は︑単に食 欲 を 満たす

いを馳せるだけである︒

できない︒差し出される一皿一皿に思

ンにオーダーするなどということは

れた賓客は︑席に座ってからギャルソ

る︒
ウエディングパーティーでは︑招か

するのは︑
やはりはじめてのことであ

トにしても︑﹁この日の料 理 ﹂
と対 面

したことには慣れっこの成熟したゲス

と﹂
という人もいるであろうし︑
そう

すべてがノベルティ︑
つまり﹁新しいこ

トと共有すればさらに倍増する︒
そ

びは︑同じテーブルについた他のゲス

もたらしてくれるのだ︒そのよろこ

とあいまって︑宴に感 動と楽しさを

れるまでの物 語が︑
ゲストの心 配り

くる料 理がこのめでたい席に並べら

それらを眺めながら︑運び出されて

書 きされていることも あるだろう ︒

場 合によっては︑食 材の産 地が添え

どのような味付けで料理してあるか︒

どのような素 材を︑
る料 理からいただき方のマナーまで︑ に記されている︒

ためだけに存 在 するのではない︒ま

的には︑景 品や︑所 謂

おまけ の

ノベルティという言 葉がある︒
一般

表である︒
メニュー表は︑
おもてなしの

ブックが︑実は目の前にある︒
メニュー

マジネーションへの旅に誘 うガイド

しかしこの思いを︑
さらに楽しいイ

ベルティであるのだから︒

の場ではじめて生まれる縁もまたノ

ところだ︒挙 式 者 を 通じて︑今日こ

るのもまた︑
メニュー表の得意とする

んなコミュニケーションのきっかけを作

して︑結婚式の披露宴など晴れ舞台

総称のように認知されている節があ

酒肴というノベルティを︑
より深く楽

でいただく料理ならなおさらである︒

るが︑本 来 意 味 するところは
﹁ 新し

For Our Pleasure
レンタルと販売を扱うトリートを福岡に立ち上げた

全国の花嫁さんに、

のです。今年5月に東京の南青山でオープンした

楽しさと喜びをもっと伝えたい。

お店を含めて、現在は7店舗を展開しています。

女性心をくすぐるおしゃれな店舗内装も全て山城さんのデザイン。

毎日がMY
がMY Pleasure!!
夢は、
ドレス業界のさらなる洗練と
練と
ボトムアップです。
人気のニューヨーク・ブランドを中心とした幅広いラインナップ。

「こういう世界って素敵だな」。共感を呼ぶ「女性心をくすぐる世界観の提案」
をキーワードに、
ウエディングドレス業界をもっとおしゃれに、
もっと素敵にするため、
日夜世界中を飛び回る株式
会社トリートの山城葉子取締役プロデューサーにお話を伺いました。

ハイ・クオリティなドレスに合わせアクセサリーも厳選。
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私たちも、厳選した上質なドレスの中から、式の

上陸していないもので、すでに海外では人気が

テーマや新郎新婦のイメージを念頭に、
ご提案

あり、かつ日本 人にも馴 染むアイテムを私が見

させていただいています。

つけてきて直接買い付けし、独占契約をしてラ

同じくペーパーアイテムも、
ウエディングにおい

インナップ構 成をしている点です。
トリートが、他

ては大切な役割を持っています。特に招待状は、

社で借りることのできないドレスで溢れているの

ゲストが最初に手に取るもの。招待状からウエディ

はそのためです 。またカラードレスについては 、

ングはスタートします。
ウエディングプランナーは、

私自身がデザインしたオリジナル商品だけをレン

ペーパーアイテムの重 要 性までしっかり説 明し、

タルしていますし、
アクセサリーについても、
日本

式自体の統一感や一体感がいかに大切かを意

では弊社でしか扱っていないものを中心にコー

識しながら、
ドレスや小物、演出と、
トータルにコー

ディネートしています。

ディネートできなければいけないと思います。
私にとってのMY Pleasureは、やはり自分

こだわりのハイ・クオリティで
本物指向に訴え、
トレンドを牽引。

でデザインしたドレスが完成し、お客様に着てい
ただいて喜んでいただけること。そうした喜びを

トリートの魅力は商品のクオリティへのこだわり

重ねて、
日本の衣 装 屋さんがもっと元 気になっ

です。弊社で扱う商品の素材は全てシルクです。

て、花嫁さんがもっともっとおしゃれになることで

通常のドレスショップでは、一つのドレスを何回も

す。私は今やっていることすべてが大好きです

貸し出すのですが、弊社では、貸し出し回数を

から、人生そのものがMY Pleasureといえるか

最小限に抑えています。利益率は下がりますが、

も知れませんね。

クオリティを保つために、
この点は特にこだわって
います。
現在弊社では、ニューヨークのブランドが特に

地方発信から、
日本のウエディングドレスの活性化を。

人気があります。一般的にウエディングドレスとい

私はもともと東京で、弊社の親会社である株式

うと、以前はイタリアというイメージがありましたが、

会社Plan・Do・Seeのウエディングプランナーを

最近はウエディング業界自体もニューヨークのブ

していました。異 動で本 社に配 属されたときに、

ランドがトレンドを牽引しているように感じます。私

東 京と地 方とのウエディングドレスに対 する意

自身、
もともとニューヨークのブランドが好きで、立

識の違いに愕然としました。地方発信によって

ち上げ当初からメインで扱ってきました。他社にあ

日本のドレス業 界 全 体を変えたい、
もっと活 性

まりないニューヨーク・ブランドを数多く扱ってきて

化させたいという想いから、
ウエディングドレスの

晴れの舞 台に着るドレスは大 切な存 在です。

他のドレスショップとの大きな違いは、
日本に

いることも弊社の特徴かも知れません。

株式会社トリート
取締役プロデューサー
山城 葉子

東京都出身。
ウエディングプランナーとして株式会
社Plan・Do・Seeに入社後、2005年にウエディング
ドレスを販売する「トリートドレッシング」を展開
する株式会社トリートを立ち上げ、取締役プロ
デューサー兼バイヤーに就任。現在に至る。

http://www.treatdressing.jp
ご本人によるブログも人気。
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密着 LIVE
CAMERA

東海ブロック名古屋営業所

営業と生産が一体となり、
お客様と強い信頼関係で結ばれた
「仲間」に
なることを目指して。 愛知県、岐阜県、三重県と広いエリア
を統括する名古屋営業所。都市型と

我々のフットワークと総合力で、出来る限り軽減
するよう心がけています。

─
─営業所として、営業活動におけるコミュニ

─
─最後に、
読者の皆様にメッセージをお願いし

ケーションや連携について心がけていることは

ます。

ありますか。

峰野： より信頼される地域ナンバーワンであり

地方型マーケットが混在する東海エ

梅澤：名古屋営業所の担当エリアは大変広く、

続ける をスローガンに、
お客様とはただの協力

リアの特徴や、営業所の取り組みなど

会社という関係に留まらず、強い信頼関係で結

納品するというスタイルです。非常に効率化して

ばれた
「仲間」
であると思っていただけるよう頑

治さんにお話を伺いました。

いる反面、受注から納品までお客様と顔を合わ

張ります。
そして次世代の新郎新婦様にご満足

せないので、
日々の営業活動により信頼関係を

いただける商品の提供はもちろんのこと、今後と

築くことは非常に重要です。
またお客様のご要

も安心と信頼をいただけるよう努めてまいります。

─
─名古屋の魅力と営業所の特徴を教えてく
ださい。
梅澤：名古屋城は開城400年を迎え、織田信
長、豊臣秀吉、徳川家康といった三大英傑を

梅澤：この仕事はお客様に喜んでいただける仕
事です。
お客様からの難しいご要望にもスピー

て必要不可欠な存在です。営業とうまく連携を

ディーに対応し、新郎新婦様にご迷惑をかけな

中部・東海営業部
名古屋営業所

積極的な提案で、
名古屋地区のトレンドをリードする。

望は、基本的に全てインフォメーションに入ってく
るので、
インフォメーションは名古屋営業所にとっ

峰野 哲治

中部・東海ブロック
ブロック長

梅澤 徹

岐阜県、三重県は全てFAXで入稿、宅配便で

について、梅澤徹ブロック長と峰野哲

の連携が
ォメーション
営業とインフ
対 応 力 に。
の
所
業
営
屋
名古
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協力会社に留まらず、
ワンランク上の信頼関係構築へ。

いようにする。
それに対応できて、お客様から
「ありがとう」
と言っていただけることが一番の喜
びです。今後
も営業・生産
が一体となっ
て、お客様に

育んだ歴史ある土地柄です。

ません。

峰野：また手羽先、
味噌煮込みうどん、
味噌カツ、

峰野：今年春にリリースした商品は東海地区で

あるサービス

てんむすなど豊富な名物にも恵まれている東海エ

も大変人気があります。
シンプルでコンパクトなタ

を提供してい

リアの人柄は、
個性豊かですが素直な印象です。

イプをご提案したのですが、
これが今の東海エリ

きたいと考え

梅澤：名古屋営業所は愛知、岐阜、三重の３

アの主流になりつつあります。弊社としては、
で

ています。

県を担当しており、都市型・地方型と二つの

きるだけこちらから新しい商品を提案し、東海地

とりながらお客様のご要望にお応えしています。

マーケットのタイプが混在していることが特徴で

区におけるペーパーアイテムのトレンドを引っ張っ

また、披露宴にかかる総額の中で、
ペーパーアイ

すが、弊社の商品は、マスゾーンに向けて多

ていくのだという気概で取り組んでいますが、今

テムが占める割合はせいぜい2％程度にもかか

ジャンル・多品種で商品をリリースしているので、

春の商品のヒットはこの思いが結実した一つの

わらず、
ペーパーアイテムにかかるプランナーの

お客様の嗜好からそれほど外れることはあり

成果だと思っています。

方々の労力はその何倍もあります。
その労力を

付 加 価 値の

一丸となって名古屋地
区のトレンドを
引っ張ります!!

名古屋営業所データ
営業：10名
業務課・インフォメーション：9名
生産：15名

計：34名
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ハートドロップス

感謝の手紙

ハートのドロップ（滴）に祝福の言葉

お友達、
ご親族、そして実際にご結婚された方からも

がギュッと詰まった、見た目もキュー

多く挙がるのは、花嫁がこれまでの感謝を込めて両親

トなスクエア形のウェルカムボー

へ手紙を贈るシーンです。そんなハイライトシーンの

ド。ゲストと一緒に創り上げる、新し

手紙ですが、
これまで専用の便箋封筒はなく、一般的

い演出型のウェルカムボードです。

なレターセットを花嫁自身で用意するケースがほとん
どでした。手書きのあたたかさを残しながら、一生に一
度の記念に残せるものがあったら・・・そんな花嫁の願
いから生まれたアイテムです。

これまでのステーショナリーにおける便箋にはなかった、結

クリエイティブなデザインの合成加工を用い、生い立ちや思

婚の幸せな雰囲気を表現したあたたかさと上質なテイスト

い出をムービーを観ているかのように表現。１枚の写真の中

のデザイン。見た目だけではなく、いざ「ありがとう」の想いを

でそれぞれの原風景がよみがえります。新郎新婦の写真だけ
でなく、
ご両親の若かりし頃や、家族の一員であるペットなど

ハートの裏はメッセージが書ける

ハートをフレームの中へ。
ドロップ

みんなで創るウェルカムボードの完

仕様。ゲストの皆さんに思い思い

を落として完成させる楽しさと祝福

成！参加した楽しさはゲストの心に、

綴ってみると、文面が長くなったという先輩花嫁の意見も取

のメッセージやイラストを書いて

の想いが積み重なっていく感動を、

創ってもらった喜びはおふたりの心

り入れ、たくさんの気持ちが書き綴れるフォーマットに仕上

の写真を使用することで、広がりは無限大。世界に一つのス

いただけます。

ゲストの皆さんと共有できます。

に、
何年経っても色褪せない思い出

げました。

トーリーがここに完成します。

となるでしょう。

感謝の手紙は、結婚適齢期の同世代の

現在、多くの披露宴では「花嫁の手紙

ハートドロップスの1番の魅力は、演出としても使えるゲスト

を画し、洗練されたスクエア形に）②ピースにメッセージが

友人から
「結婚式で両親に手紙を書き

朗読」
と、花束に代表される
「記念品贈

参加型のアイテムであるということです。ただ飾るだけの

書ける、ピースを落として完成していくという遊び心（→既製

た い けど、ふさわしい 便 箋 が な い 」

ボードではなく、
ゲストにメッセージを書いてもらい、ピース

品を避ける手作り派も取り込むための未完成品）などをアイ

「せっかくの結婚式なのに、専用のレターセットは売っていな

呈」が進行に組み込まれているものと
思われます。今までは「記念品贈呈」のための商品が多く流

をフレームに入れてもらうことで、ゲスト側にも結婚式への

デアとして盛り込んでおります。

いのかな？」
といった相談を受けたスタッフの実話をきっか

通していますが、今回は「花嫁の手紙朗読」
という感動のハイ

参加意識が高まり、パーティーに一体感が生まれます。
これ

ウェルカムボードとしてはもちろん、演出アイテムとしても使

けに企画された商品です。
こだわったのは、“手書きのあたた

ライトシーンに新しい商品をご提案できればと思い、開発い

が近年、新郎新婦からの要望の多い「ゲストとの距離感が近

える商品ですので、価格設定もご納得いただけるものと思っ

かさを残すこと”です。花嫁直筆だからこその良さを最大限

たしました。新婦からご両親へ、
という定番のアイデアはもち

い披露宴」
「ゲスト参加型の演出を取り込みたい」
といった

ております。新郎新婦の満足度だけでなく、
プランナーの方

に見せながら、
ご両親への感謝をより伝えられるものは・・・

ろん、新郎からご両親へ、
また、新郎新婦が互いにこれからの
伴侶に向けてあらためて結婚に対する想いを贈り合ってい

ニーズに応えられるポイントと考え商品開発いたしました。

が提案しやすい商品開発を常にテーマとしてきた商品です

と考え、幼い頃の写真や家族の集合写真、大好きなペットの

また、従来のウェルカムボードと違い、①新居のインテリアに

ので、
このハートドロップスの導入で、1組あたりの単価ＵＰ

写真などを取り込んだ“思い出”を一緒にプレゼントしよう！と

ただく、
といった新しい演出として、幅広い提案ができるアイ

もマッチするサイズ（→流通している長方形サイズとは一線

へ繋げていただけましたら幸いです。

いうコンセプトができあがりました。

テムとなっております。

※商品についてのご質問などは弊社営業担当までお問い合わせください。

響、3位フェリーク、4位モカブラウニー、5位シルフ、6位ナタリー、7位チェルシー、8位ディヴァイン、
9位アールグレイ、10位ソプラーノでした。見本帳へ追加ご希望の商品がございましたら、弊社営業
担当までお気軽にお問合せください。

編集後記

2010年4月〜8月にかけて、全国の新郎新婦が選んだデザイン ベスト10は、1位マリーマリー、2位玉

※商品についてのご質問などは弊社営業担当までお問い合わせください。

夏からあっという間に秋。表紙のイメージには毎回

前号の宣言の花火大会・海水浴・BBQ。結局この３つ

季節感も取り入れているのですがお気づきでした

どれも夏に実現できませんでした（泣）しかしBBQだ

か？今回は数十種類もの案から、これからの季節に

けは何とか秋に実行できそうです！秋は色々な食べ

合うイメージを厳選。皆さんにはどう映るか興味の

物が美味しい時期！とことん食欲の秋を楽しむ予定

あるところです。
（ 福田）

です★（佐々）

