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挙式だけでなく「生涯顧客化」を図る戦略を支える
プラットフォームで、新たなビジネスを創造

株式会社 八芳園

挙式を起点に持続的な関係を築き「お客様の心のふるさと」としてあり続ける

導入製品　App Cloud 「Heroku」
活用用途　生涯顧客化事業の推進を担うプラットフォームおよびアプリの構築

導入背景 導入効果

● 生涯顧客化事業の推進を担う新しい市場創造に向け
たクラウドプラットフォームおよびアプリを構築

● クラウド環境でのモバイル対応カスタムアプリケー
ションを短期間で開発

● 開発したサービスを、拡張性を備えたHerokuプラッ
トフォームで他業種も含めたブライダル業界コミュニ
ティへ展開予定

● 少子化による成長の限界、熾烈な市場競争など、ブラ
イダル業界における構造的な課題

● ライフステージごとのイベントを「生涯顧客化」に結び
つけるビジネスモデルへのチャレンジ

● 生涯顧客化を業界全体の取り組みにするモバイル「プ
ラットフォーム構想」

　港区白金台に1万2,000坪の緑豊かな
庭園を擁する八芳園。その見事な景観は、
大正年間にある実業家によってつくられ
た。創業から70余年、八芳園は「日本人
には心のふるさとを。海外の方には日本
の文化を発信したい」というビジョンとと
もに、この静粛な環境を丁寧に守り受け
継いできた。取締役専務 総支配人である
井上義則氏は次のように話す。

　「結婚式を挙げられた方々の結婚式場へ
の思いはとても強い。新しい人生をスター
トさせた思い出の場所だからです。私たち
は、八芳園が結婚式場として、また『お客
様の心のふるさと』としてあり続ける大切
さを深く胸に刻んでいます」
　八芳園では、挙式を起点に顧客と持続
的な関係を結ぶ「生涯顧客化」に取り組ん
できた。その基本戦略は、「挙式した2人

が家族をつくり、子供とともに家族も成長
していく。家族という集合体の成長のス
テージとともに、八芳園とのご縁を結び
直す機会を提供していく」（井上氏）とい
うものだ。
　日本国内における年間婚姻件数はおよ
そ66万組と言われる。しかし、年間2万
組のペースで縮小が進んでいくとの予測
もある。当然、顧客の争奪戦は熾烈さを

業　　種 ブライダル
業種詳細 結婚式場・宴会会場・
 各種パーティ会場・
 レストランの経営
従業員数　370名
 （グループ全体2015年現在）

株式会社 八芳園

増している。だからこそ、その場限りの「挙
式ビジネス」から「生涯顧客化」への転換
が重要になる。
　「『結婚式買ってください』というような
アプローチに未来はありません。私たちは

お客様の体験価値を売っているのであり、
3世代ご家族ぐるみでおつき合いいただ
ける関係性で結び直すことこそ、ブライダ
ル業界に求められていると確信していま
す」（井上氏）
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直す機会を提供していく」（井上氏）とい
うものだ。
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増している。だからこそ、その場限りの「挙
式ビジネス」から「生涯顧客化」への転換
が重要になる。
　「『結婚式買ってください』というような
アプローチに未来はありません。私たちは

お客様の体験価値を売っているのであり、
3世代ご家族ぐるみでおつき合いいただ
ける関係性で結び直すことこそ、ブライダ
ル業界に求められていると確信していま
す」（井上氏）

カスタマーリレーションを深め「生涯顧客化」として
新たな価値を創造する八芳園の戦略

八芳園 取締役専務 総支配人の井上義則氏。
「3世代ご家族ぐるみでおつき合いいただける
関係性で結び直すことこそ、ブライダル業界に
求められていると確信しています」

　八芳園の生涯顧客化事業は、業界で最
も先駆的な取り組みとして知られる。現在
ではすっかりブライダル業界に定着した
サンクスパーティーやアニュアルレター、
コミュニティサイトに先鞭をつけたのも
八芳園である。結婚記念日を祝福する「ア
ニバーサリーガーデンレストラン」では、
挙式当日の料理メニューを再現するサー
ビスが好評を博している。
　「記念日を心から楽しんでいただけるよ
う、専任チームである『カスタマーリレー
ションシップデザイン（CRD）部門』のラ
イフイベントコンシェルジュが、お客様と
ご家族の成長のステージを見守りサポート
します。ご自身のお祝いだけでなく、お子
様のお食い初め、七五三、成人式から、ご
両親の退職祝、還暦祝、銀婚式、金婚式

など、生涯を通してお客様の人生の節目
とともにありたいと考えています」と井上
氏は思いを語る。
　「生涯顧客化への取り組みを、もう一段
高いステージに持ち上げる『ともに歩いて
いくPROJECT』を推進しています。2016

年5月に、お客様がスマートフォンで使え
る『ともに歩いていくアプリケーション』を
リリースし、プロジェクトは本格的に動き
始めました」
　これを実現したのがSalesforceの
「Heroku」である。八芳園はHerokuを
利用することで、クラウド環境でのカスタ
ムアプリケーションを短期間で開発。
Salesforceは、アプリとともに「ともに
歩いていくPROJECT」全体を運営するた
めのサービスプラットフォーム全体を実現

している。
　「ブライダル業界はリピーターのいない
産業、市場を消費するだけのビジネスと
言われてきました。私たちは『ともに歩い
ていくPROJECT』を通じて、業界全体を
巻き込んで新しい市場の創造にチャレン
ジしていきたい。SalesforceのHeroku

で開発した『ともに歩いていくアプリケー
ション』は、お客様と式場が持続的な関
係を結び続けていくための様々な機能を
提供します。これを業界に広く開放して
『プラットフォーム』として活用できるよう
にします。ブライダル業界全体を巻き込ん
だ大きな変革につなげたい、というのが
私たちの思いです」

「ともに歩いていくアプリケーション」
● フォトアルバム機能
● BGMを加えたムービー作成機能
● SNSへのシェア機能
● 記念日の作成・お知らせ
● ライフイベントコンシェルジュへの連絡　など

「ともに歩いていくプラットフォーム」
● パートナーエコシステムの実現
● パートナー企業による自社ブランドアプリ提供
● 顧客データベースの共有
● 改善・機能強化のスキームを確立
● 生涯顧客化を具現化する業界標準を指向

ヒト／チーム
● カスタマーリレーション
シップデザイン（CRD）部門

● 顧客の相談に応える「ライ
フイベントコンシュルジュ」

イベント／ファシリティ
● サンクスパーティー
● アニュアルレター
● コミュニティサイト
● アニバーサリーテーブル

パートナー企業
● 結婚式場　
● プロデュース業
● 宝飾品
● 衣装
● 美容　など

Salesforce Heroku

家族とその両親まで
3世代をターゲットに

「ともに歩いていくPROJECT」
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経営企画室 情報システム課 主任の川上哲也氏。
「記念日ごとに1本の動画を作って、50年後の
金婚式で夫婦のヒストリームービーを上映する
ような使い方もできます」

　Salesforceの「Heroku」は、クラウド
環境でカスタムアプリケーションを開発
し、サービス提供するためのプラット
フォーム（PaaS）として豊富な実績がある。
八芳園は、自社でシステムを構築・運用す
ることなく、独創的なアプリケーション開
発に専念でき、利用者の急増にも即座に対
応可能な点を評価してHerokuの採用を
決めた。
　「Herokuは、思い通りのアプリケー
ションを開発し、サービスとして提供する
のに最適な環境でした。さらに重要なの
は、セールスフォース・ドットコムのコンサ
ルタントが、私たちのビジョンを具現化す
るために様々なアイデアやアドバイスを提
供してくれたことです」と井上氏は話す。
　「ともに歩いていくアプリケーションと
プラットフォーム」は、井上氏の言う変革へ
のチャレンジにどのように寄与するのか。
Salesforceはそれをどのように実現し、
支えていくのだろうか。まずアプリの機能
について、経営企画室 情報システム課 

主任の川上哲也氏が次のように説明する。
　「『ともに歩いていくアプリケーション』
は、お客様が撮った写真をアルバムにして
クラウド上に長期保管するサービスを提
供します。思い出深い写真と楽曲を組み
合わせて、お2人と家族のためのオリジナ
ル動画を自動で作成することができます。
この動画をご両親や大切な方に贈ったり、
SNSで友人にシェアすることも可能です」

　SalesforceのHerokuは、様々な機
能をスマートフォンアプリとして実装し、
クラウド上でのデータ保管や動画作成、
家族内での共有、記念日を事前に通知す
るような多彩なサービスの提供を可能に
した。夫婦と家族の成長とともに歩み、長
きにわたりサービスを提供し続けることが
できるのは、クラウドならではのメリット
と言えるだろう。
　「記念日ごとに1本の動画を作って、50

年後の金婚式で夫婦のヒストリームー
ビーを上映するような使い方ができます。
お客様がスマートフォンを替えても、画像
を失くしてしまっても、Salesforceのクラ
ウド上で安全に保管されますのでご安心
いただけます」（川上氏）
　井上氏は、「アプリと
して思い出深いコン
テンツをお客様へお
届けするサービスが、
数百組から数千もの
家族に広がったとした
らどうでしょう。その
ポテンシャルの大きさ
を想像したとき、私た
ちは八芳園だけの
サービスでなく、ブラ
イダル業界全体の生
涯顧客化への取り組
みと、新しい市場を創
造する変革への大き

企業と協力してデータベースを充実させ
ていく。アプリに新しいアイデアを組み込
んで、より多くの方が様々なシーンで活用
できるようにしていく。そして、お客様も
パートナー企業も誰もが主役になれるし、
ハッピーになれる――これが『プラット
フォーム』としてのコンセプトです」（井上
氏）
　2016年夏には、ブライダル業界内外
の企業を巻き込んだプラットフォームが
動き出す予定だ。
　「このプラットフォームを、私たちの事業
の柱のひとつに育てていきます。八芳園
の本業は式場運営でしたが、これからは
オフラインとオンラインが緊密に連携した
ビジネスモデルになっていくだろうと考え
ています」（井上氏）
　歴史と伝統ある八芳園の本質的な価値
を見極めながら、ベンチャースピリットを
持って恐れず変革に取り組む姿勢――
これが、現在の八芳園の強さを支えてい

る。だが、井上氏が入社した2003年は、
年間の挙式が1,000組を割り込むなど長
い歴史の中でもっとも困難な時期にあった
という。この低迷からのV字回復に手腕
を発揮したのが井上氏だった。
　「すべての取り組みの根幹には、私たち
が『お客様の心のふるさととしてあり続け
る』という思いがあります。その思いを具

現化するために、ときにアドバイザーとし
て、ときにコンサルタントとして尽力して
くれたのが、セールスフォース・ドットコム
でした。これからも、私たちの思いをカタ
チにする、アイデアや構想を具現化するた
めの継続的なご支援を期待しています」

業界をこえた変革のプラットフォームとして
　ブライダル業界には、結婚式場だけで
なくプロデュース業、宝飾品や衣装、美容
など多様なプレーヤーが存在する。「とも
に歩いていくアプリケーション」を彼らが
それぞれ自社ブランドで提供していく――

これが、業界を巻き込んだ「ともに歩いて
いくPROJECT」の出発点になる。数年後
には、業界全体を変えるような一大潮流
となるかもしれない。
　「結婚式を挙げられたお2人とその家族

のデータベースは、私たちにとって最も大
事な資産ですが、ブライダル業界の様々
な企業、あるいは異業種の方にとっても
非常に価値の高い情報です。八芳園が起
点になって、他の結婚式場やパートナー

夫婦や家族の成長や絆を記念写真やムービーで保管、
「ともに歩いていくアプリケーション」を開発

な潮流になるのではないかと考えたので
す」と力を込める。
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―株式会社 八芳園 取締役専務 総支配人 井上義則氏
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