
　弊社は創業以来57年以上にわたり、

『長沼静きもの学院』の活動を通じて、き

もの文化・精神性を世に継承し、産業と

して高めてきました。

　事業は、きもの教育と販売・レンタル、

エステティック、ヘアサロン、ブライダル美

容および婚礼貸衣裳を展開。職種もヘ

アメイク、ドレスコーディネーター、エステ

ティシャン、きもの着付け師と多岐にわた

ります。それらの各事業を縦横の串でまと

めた理想のトータルビューティーカンパ

ニーを目指しています。

　そのため人材も、特定の職種を極める

だけでなく、美と美容全般のフィールドで

幅広く活躍してもらい、一人のお客さまを

全事業のチームワークでサポートし、共有

するような総合力を強みにしていきます。

　2015～16年度につきましては、特に

ブライダル美容におけるヘアメイクスタッ

フの新卒採用に力を入れていきたいと

考えております。結婚式場のパートナー

企業として花嫁の支度を行なう仕事で

すが、今、東京と大阪を拠点に全国20

カ所で運営しています。

　弊社のブライダル美容は、ヘアメイクだ

けではなく、一組の新郎新婦を、お出迎え

からお見送りの間までアテンドするスタイル

が特徴です。ある意味、ウエディングプラン

ナーよりもお客さまに近い立場で仕事をし

ます。ですから技術はもちろん、おふたりに

寄りそってサービスするホスピタリティーと、

コミュニケーション能力が必要です。

　また将来的にはヘアメイクだけでなく、

エステやネイル、きものなどトータルビュー

ティーの知識を身に付け、他部門のス

タッフと横連携がスムーズに取れる人材

に育ってもらいたいと願っています。

　サービスは人が人に対して提供する

ものですから、人が資産となります。弊社

には20代の若手から70代の大ベテラン

まで、幅広い層の従業員がおりますの

で、可能な限り長く勤めていただき、企

業の業績アップときもの文化の振興・発

展に寄与していただければと思います。

　企業理念は「関わる方すべてと、喜び

と感動を分かち合いたい」です。お客さ

まや従業員、取引先の方と喜びを共有

することを大切に、感動を提供するだけ

でなく、感動をいただく関係性でありたい

との思いが込められています。

　今年7月からは新しい本社ビルが完成

しますし、新社屋の中にはドレスに関する

情報発信サロンも新設する予定です。新

卒の皆さまに存分に力を発揮していただ

けるステージを用意していますので、採用

ウェブサイトをぜひご覧ください。

　イベントなどの司会をしていた私は、

今から約2 0年前に結婚式の司会

（MC）を始めました。その後「ここで最適

な音楽が流れれば、さらに良い結婚式

になる」などと、司会と連動できる音響の

面で、次第に不足感を抱くようになりまし

た。司会者と音響スタッフがその原点か

ら勉強し合い、連動できなければ、真の

意味で感動ある空間は完成しないと考

えたのです。

　やがて映像も司会と連動したいとの

思いから映像事業も開始。そうして司会

者283人、音響70人、映像30人という

現在の体制が出来上がりました。

今でも企業の方針としては、とにかく現

場主義。責任者クラスも常に現場に

立って、お客さま、会場のニーズを察知

するアンテナを張り巡らせる姿勢が、弊

社の特徴となっています。

　結婚式は、基本的には一生一度の

大イベントです。ブライダル司会者とし

て、当日の打ち合わせを行なう際には、

おふたり自身のこれまでの人生を振り

返っていただき、結婚式にふさわしい

テーマやエピソードを発見するのも司

会者の仕事です。結婚式は親御さん

や恩師、友人、上司など、さまざまな人

たちとかかわりを再認識し、感謝の思

いを形に表す節目のイベント。そのお

手伝いができる喜びこそが、ブライダル

の仕事の魅力ではないでしょうか。さら

に新郎謝辞などのお客さまの話を聞

いていると、自分は今後、どう生きてい

けばよいのか、どの方向に進むのか？ 

を自身に問いかけ、そのスタンスも再確

認できます。

　弊社の企業理念は、「喜・楽・福・

癒」をテーマとし、世の中から求められる

人、求められる企業になることですが、従

業員やスタッフが現場でお客さまと接す

ることで刺激を受け、理念にふさわしい

人材へと育ってくれるよう願っています。

　10年選手15年選手が多いのも弊社

の特徴なんですよ。12年に「南青山た

んほぽ保育所」をスタートさせました。も

ともとは小さいお子さまを持つ女性司会

者向けに0～3歳児まで、手のかかる時

期こそ預かって、安心して現場で才能

を発揮してもらおうという狙いから、福利

厚生として始めたものです。頑張る方に

は会社も一生懸命に応援する、その姿

勢の表れの一つですね。

　現在ではウエディング以外のイベント

や、テレビ局などの映像業務も増えてい

ます。要求レベルの高いウエディングで

培った蓄積があるからこそ、一般企業に

も喜ばれる高いレベルのパフォーマンス

を提供できているのです。今後もブライ

ダルを軸としながら、より幅広いフィールド

で活躍できる人材を採用し、育成してい

くことで、社会に貢献できる企業となるよ

う成長していきたいと思います。

代表取締役

長沼 秀明氏
H i d e a k i  N A G A N U M A

（株）長沼

きもの文化・産業振興から発展し、
理想のトータルビューティーカンパニーを目指す

TOP INTERVIEW

2002年（株）長沼入社。
05年取締役就任後、美
容事業部部長、常務取締
役を経て、13年代表取
締役社長に就任。

代表取締役会長

長谷川 卓史氏
Ta k a s h i  H A S E G AWA

（株）ハセガワエスティ

お客さまのニーズを感覚値で理解し、
仕事に生かせる“現場力”を大切に

大学時代にMCに興味を持ち、アナウンス
同好会に所属。卒業後、結婚式の司会を依
頼され、その魅力に目覚める。1996年、家
具店内にブライダル事業部を立ち上げ、
00年に事業体として独立。現在では司会・
音響・映像分野で、毎年1万5000組のウ
エディングに携わる企業に成長。またレス
トラン事業部の宣伝役・お福としても国際
的に活動し、今では農林水産省、文部科学
省から協力依頼が来るほどメジャーに。

ヘアメイクスタッフの仕事風景

今年7月にオープンする新本社ビル

新卒は音響スタッフを中心に採用している

一般利用に開放された
「南青山たんぽぽ保育所」
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Captain

　大切なことはお客さまからの信頼を
得ることです。どんな第一印象なら、
どんな接客なら、どのようにお客さま
のお気持ちを察することができればよ
いか、日々考えながら仕事に取り組ん
でいます。少ない打ち合わせ時間の中
でその信頼を得ることはとても大変で
すが、「明日のパーティーは廣野さんに
すべてお任せします」とお言葉をいた
だいたときは本当にうれしいです。
　結婚式は繰り返すことができませ
ん。新郎新婦のエスコートは、おふた
りにとって大切な方々に囲まれて、人
生で一度きりの最高の瞬間をお約束
するとてもプレッシャーのかかる仕
事です。パーティー全体を取り仕切る
ため、計り知れない重責を担うことに
なりますが、パーティーが無事に終わ
り、お客さまの笑顔、感謝の言葉を
いただいたときには、幸せをおすそ分
けしていただいたような清々しい気
分になり、常に自分への活力にもつな
がっています。

　就職活動では、企業研究には力を入
れた方がよいと思います。どのよう
な事業展開をしているのか、今後の展
望などをしっかりと調べ、自分が就職
しようとしているところがネームバ
リューや企業イメージだけでなく、本
当に自分の求めているところなのか
確認することが大切です。面接を受
ける場合にも企業のことをしっかり
研究していれば、発言に説得力も出
て、よい結果につながるのではないで
しょうか。

資格は特に必要ありません。経験とし

ては、情報に敏感になって、自分でお

いしいものを食べに行ったり、お店を

巡ったり、旅行をしたり、お客さまの

立場にたった経験をたくさんされると

よいと思います。

　キャプテンの仕事は、披露パーティー全体を管理すること。プランナーからパーティー
のコンセプトや進行を聞き取り、当日は司会者と呼吸を合わせてパーティー進行を司り、
音響照明や演出面などすべてを仕切っています。
　中でも大切なのが、時間管理と料理・飲み物の提供。決められた時間にパーティーが
始められるよう、バンケットルームのどんでん（前のパーティーを片付け、次のパーティー
のセットをする）を行ない、調理部門と料理出しのタイミングを打ち合わせて管理し、
サービススタッフを統率します。とはいえ、パーティーにアクシデントはつきもの。ゲ
スト全体の雰囲気や新郎新婦の表情を読み取り、時間配分をしながら一瞬一瞬ベストな
選択をして、滞りなく、満足度の高いパーティーにすることが求められます。
　新郎新婦の先導も務め、不安なく過ごせるよう声を掛け、サポートします。

キャプテン（宴会サービス）

1
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白手袋
タキシードに白手袋という、プロトコー
ル上の正装に基づいたユニフォームを
着用する会場も多く、白手袋はキャプ
テンの目印にも

進行表
時間管理はもちろん、新郎新婦
やゲストの情報などもすべて把
握してパーティーを進行する

ナフキン
食事中や写真を撮りに席を立
つときなど、ナフキンを落と
してしまったゲストにはさり
げなく新しいものを用意

この仕事に就くために必要、または
あったらいい資格や知識、経験は？

Mind A dvice

2007年、国際ホテル・ブライダル
専門学校 現 ホテル・ブライダル科
を卒業後、新卒で入社。村民食堂（レ
ストランサービス）、リゾナーレ八ヶ
岳(ホテル)、界松本（旅館）と3形
態のサービス業務を経験し、08年、
軽井沢ホテルブレストンコートの
サービスチームに正式配属。3年間、
宿泊ゲスト対応に従事し、バンケッ
トユニットへ異動。13年より現職。

(株) 星野リゾート
入社：2007年4月
ホテルブレストンコート
バンケットユニット　会場支配人

廣野  慶 さん
Kei  HIRONO

Profile
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Sound Operator

　ブライダル音響の仕事の魅力は、好
きな音楽に携わりながら、お客さまか
ら「ありがとう」と感謝されることです。
こんなに素晴らしい仕事はほかにはあ
まりないと思います。
　ただ一生一度の結婚式ですから、ミ
スが許されない。そのプレッシャーを
背負いながらも、おふたりにご満足い
ただける内容を提供するのがプロの音
響スタッフの務めです。
　例えば新郎新婦入場の際に、ベスト
タイミングで音出しをするため、神経
を研ぎ澄ませる。またおふたりが持ち
込まれた音源の音質はどうか? 披露宴で
流すにふさわしい楽曲なのか? などにも
気を配ります。

　この仕事に求められる素養・資質は
3つあると思います。それは接客業（ブラ
イダル）が好き、音楽が好き、そして
センスです。業務の半分はお客さまや、
プランナーさんなど会場スタッフとの

打ち合わせですから、人と話すことが
好きな方が向いています。コミュニケー
ション能力が大切なのです。また音楽
好きでも、特定のジャンルだけ詳しい
のではなく、幅広く全般的に知ってお
くことが大切です。そのため、プロと
して普段からさまざまな音楽を聴くよ
うにしています。そしてどのシーンで
どの楽曲を選べばより効果的か、おふ
たりが考えた楽曲に不足する要素を発
見し、提案するセンスも求められます。
　音楽以外の事務ワークや打ち合わせ
なども多いですが、人と話すのが好き、
音楽好きという人にはまさに“天職”と言
える仕事です。

音響技術の経験があればそれに越した

ことはありませんが、入社後に研修が

あるので未経験でも大丈夫。また「一般

社団法人ブライダル司会振興協会」の

音響検定も実施しています。

　ブライダル音響の仕事は、ひと言で表わせば挙式・披露宴の音楽ディレクター。進行表
に合わせて選曲&編集した楽曲や効果音などの音源を流し、多彩なシーンを演出します。
　まず新郎新婦との打ち合わせにより、ふたりにとって思い出の曲、好みの方向性な
どをヒアリング。次に各シーンに用いる具体的な楽曲リストを提案し、OKが出れば、
それを当日、機材を操作してタイミングよく流します。
　また新郎新婦が自分で編集して持ち込む音源も、音飛びや歪みなどがないかを事前に
試聴してチェック。持ち込み映像の音質チェックや、映像オペレーションも兼任する
ケースもあります。
　入社後の研修で機材操作などの技術力を身に付けられるため、一般の四年制大学や
短大卒でもこの仕事に就くことができます。接客業でもあるため、採用面接では音楽
が好きというだけでなく、コミュニケーション能力も重視されています。

ブライダル音響

1
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進行表
音楽が入るきっ
かけや、盛り上
げるタイミングを
詳細に記載　

音源
特定のジャンルに偏ることなく、
クラシック、ジャズ、J-ポップ、
ボサノバなど、幅広い知識が必要

iPod
メインはPCを使用。接客の場面で
iPodで曲を聴いていただき、確認
することも

この仕事に就くために必要、または
あったらいい資格や知識、経験は？

Mind

A dvice

(株) ハセガワエスティ
入社：2008年3月
音響部　表参道店エリアマネージャー

豊村  みき さん
Miki  TOYOMURA

Profile
中学・高校時代にバンド活動をして
いた豊村さん。音楽に携わる職業に
就くため、東放学園音響専門学校(工
業課程音響技術科)に進学。卒業後、
学生時代からアルバイトをしていた音
楽リハーサルスタジオに入社。1年後、
(株)ハセガワエスティの音響部に中
途採用で入社。現在は「アニヴェル
セル表参道」のブライダル音響を担
当。マネージャーとしてスタッフの勤
務ローテーションも管理。
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