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男性 こんなアナタが求められています！！

!
求む

１ 夢を売る職業に就きたい !!
２ イベントの企画が大好き !!
３ リーダーシップをとるのが得意 !!
４ 何事も情熱をもって頑張る !!
５ いつも明るく、周囲の人に喜んでもらうのが嬉しい !!

結婚式は常に進化・多様化！！
男性プランナーの活躍がますます期待されています。
結婚式に積極的な男性（新郎）が増えています。
そんな男性の強い味方になるのが『男性プランナー』です !!
男性プランナーに安心感を抱く新郎新婦さまも大勢いらっしゃいます !!

本校の【ブライダルスペシャリスト学科】なら、多岐にわたる授業を行っているから、

これからの結婚式のニーズに応えられる、きめ細やかな男性プランナーになれること間違いなし!!

業界のプロフェッショナルに聞く！！
プランナーの仕事のやりがい ・ 魅力
① ウエディングプランナーを目指す、
②
男子高校生への応援メッセージ！！
今後のブライダルに対する想い！！

婚礼セールス課シニアマネージャー

五十嵐

直樹さん

BIA 認定『The Master of Bridal Coordinator』
準グランプリを受賞

①ウェディングのお仕事は、華やかで
女性主体の職業と思われがちです。
結婚式の主役がウェディングドレスを
着た新婦様のイメージだからでしょう
か。でも、結婚式は新郎新婦の二人と
も主役です。
人生の中で最も大切な瞬間﹁結婚式﹂
を創る仕事に男性も女性も関係ありま
せん。二人の幸せな未来を創る責任あ
る仕事なのです。映画やドラマを見て
共感し、泣いたり笑ったり感動し、心
が動かされてしまう感受性豊かな男性
にはピッタリです。

②ブライダルの仕事は、素敵な結婚式
を創ることが目的ではなく、その先に
ある二人の未来、つまり新郎新婦とそ
の家族の暖かく幸せな未来を創ること
が目的です。例えば、結婚式がきっか
けで、希薄に感じていた家族の絆が強

ないと思っ

くなった
り、会え

実行すること、これが
ウェディングプランナー
としての仕事です。重責
ですが、やりがいや達成
感は他のどの職種よりも
高いと感じています。

ていた親
友に出会
えたり、
心の中に秘めていた本当の気持ちを伝
えられたりと、その場にいる全員の﹁心﹂
が動く瞬間が幾度となく現れます。﹁事
実は小説より奇なり﹂と言いますが、ま
さに奇跡が起こる場面に立ち会うことが
多々あります。
ウェディングプランナーの存在価値は、
新郎新婦二人の、そして家族の未来を
変えることができることです。目の前
に出会った人に対して何ができるのか？
これからの未来をどれだけ幸せにする
事が出来るのか？を考え
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ホテルエピナール那須

① 皆様こんにちは。ウェディングプ
ランナーをしております加藤と申し
ます。
ウェディングプランナーと聞いて多
くの方が女性をイメージされるので
はないでしょうか。
ただ私は、男性プランナーしかでき
ないことも多くあると実感しており
ます。私は、この業界に入って５年
目になります。はじめはうまくいか
ないことが多くありましたが、今は
できる幅が広がりウェディングプラ
ンナーとして、人として、人生最良
の日をプロデュースさせていただく
やりがいをとても感じております。
男性プランナーには未来があります。
プランナーの次は、支配人など。店舗運営
する上で他の仕事では経験することができ
ない、ビジネススキルを身に付けることが
若いうちにできます。
その先駆者として、私は背中を見せていき
たいと想い日々働いております。一緒に仕
事ができる日があれば、私は心より嬉しく
思います。是非何かあればアーカンジェル
迎賓館へお越しくださいませ。

① 未来に向かって歩む高
校生のみなさまへ。
今、正にブライダルのこ
とを学んでいるみなさま
は幸せな人生を歩んでい
ると思います。
なぜならブライダルとい
う業種は特異な存在だか
らです。商品としてのカタチの無いものを
お客様に提供し、想像もできないほどの感
動や感謝が返ってくる。こんなにもやりが
いを実感できる仕事は他にありません。
これからもたくさんの学びや経験を重ね、
結婚するふたりは勿論ゲストの幸せまでも
心から願うことのできるプランナーになっ
てください。期待し応援しております。

② お客様にとっての最高に幸せな瞬間を共
感・共有・実感できることがブライダルの
最大の魅力です。だから新郎新婦と一緒に
なって思いきり笑って思いきり泣く。
これこそが結婚式でありブライダルに携わ
る我々だからこそできること。
昨今、結婚式を挙げないカップルが増えて
いるのも事実。私も結婚式に消極的なカッ
プルをサポートすることがあります。しか
し結婚式を終えると﹁本当にやって良かっ
た 。﹂と ほ と ん ど の 方 から 喜 び と満 足 の 声
が挙がります。だからこそ今私たちはこの
結婚の儀式という本物の文化を、時流に流

さることなくより多くのカップルへ
正しく伝え、守っていかなければな
らないのです。
結婚式とはふたりの﹁人生﹂という
物語の大切な１ページです。
私たちにはその１ページに魂を込め、
何年経っても色褪せぬよう彩って差
し上げ、思い出を守り続け、物語が

完成するまでおふたりを支えていく
使命があります。
これからも結婚式という記念日をお
客様と共に楽しんで作り上げ、思い
出に浸るための場所を守り、お客様
と共に幸せを実感していきたいと思っ
ております。

http://www.fashionpet.ac.jp

栃木県宇都宮市二荒町６−６

潤さん
八木橋

①
わ
た
し
か
ら
の
応
援
メ
ッ
セージです。︵恐縮ですが …
︶
まずは皆さんが結婚式に
興味を、もっともっと持っ
てください。そして、誰
よりも僕が一番結婚式が
好きなんだ！と今まで以
上に想ってください。
︻作る︼ではなく︻創る︼という事。それ
は１００人いれば１００通りの結婚式があ
ります。皆さんにも、それぞれの結婚式を
創る想いがあります。女性の職業だと言う
イメージがあるかもしれませんが、それを
変える事が出来るのは右記で記載しました
想いを持った男性です。チャンスは平等で
すが、チャレンジは想いです。決して楽で
簡単な仕事では無いですが、夢を語れる方
にはピッタリな職業であり、充実できる仕
事だと思います。

私は二社のブライダル会社を経て、

② 仕事のやりがいはありきたりかもしれま
せんが、人の人生を預かる想いや重みを感
じて、仕事ができることです。結婚式は特
殊な仕事で、老若男女年齢層が幅広いです。
見ず知らずの人が、何かをきっかけに出逢
い、カップルとなり、結婚をする。お互い
がお互いの大切な人だけを招待して、一つ
の会場の中で、人生で最良な瞬間を感じる。
それは他の仕事では決して体感することが
できない緊張感や責任があります。
４００万・５００万を私のことを信じてく
れて、目に見えない一日を創ることはとて
もやりがいがあります。
今後は、私自身最短の若
さで支配人となり、これ
からウェディング業界を
目指す方たちに未来を見
せることができるように
成長をしていきたいと思
います。

株式会社 鈴屋

ミッシェルリゾート事業部

那須高原ミッシェルガーデンコート 支配人
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善行さん
張替

TEL.028-614-2336
FAX.028-614-2452

国際ファッションビューティ専門学校

〒320-0804

② わかりやすく箇条書きで伝えます。
・同じ物を︻売る︼仕事では無い事
・︻売る︼ではなく︻感じて頂く︼仕事であ
る事
・︻感じて頂く︼には︻価値︼がある事
・その︻価値︼は会場ではなく︻人︼にあ
るという事
・その︻価値ある人︼になる為に、沢山の
汗と涙を流せる事
・︻価値と想いはリンクする︼

関わる全ての人に重ねている会社で

ウェディングプランナー

ブライダル業界就職に圧倒的に強い！

TBC 学院 二荒校

学校法人

優也さん

加藤

と言う会社に転職しました。
T&G
︻想いと価値︼をお客様だけではなく
す。何が魅力かは、感じ方がそれぞ
れ違うと思いますが、私は︻ありが
とう︼の言葉にブライダル業界で働
く魅力と誇りを持って居ます。
栃木県は本物の出会いの県。なのに
結婚式の数が減ってきてます。だか
らこそ私達が市場を盛り上げていけ
ればと思ってます。そして一組でも
多くのお客様に︻お二人の価値︼を
伝えていければと思ってます。

アーカンジェル迎賓館 宇都宮
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株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

アーカンジェル迎賓館 宇都宮

支配人
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株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

