
 
◆新ブランド名：プライベートウェディングコンシェルジュ 「1000％WEDDING！」 
 
◆新ロゴデザイン： 
 
 
 
 
◆タグライン:～どんなウェディングでもお応えします～ 
 
◆コミュニケーションワード： 
           「あなたのウェディングが100％の満足から1000％の満足へ」 
 
◆サービス理念：Variety & Activeness & Hospitality  
                -多様性- -積極性- -おもてなし- 
◆渋谷サロン【グローバル旗艦店】について： 
  〒150-0043  渋谷区道玄坂2-3-1 渋谷駅前ビル4F・5F 営業時間11：00～20：00  (無休) TEL:03-6416-5250 
 

2014年4月1日 株式会社KG情報 

ニュースリリース 

式場選びから相談まですべて無料! さらにワークショップや花嫁レッスン®を始め、カップルのコミュニティの場が誕生 
 

プライベートウェディングコンシェルジュ「1000％WEDDING！」が 
渋谷の中心に4月17日(木)よりオープン!! 

 

例えば、「ふたりの愛の証を宇宙へ」、 
「屋久島で挙げる“NatureWedding”」など どんなウェディングにも対応！ 

 

幅広い世代で愛され続けている国民的キャラクター「ハローキティ」とコラボレーション！ 
オープニングキャンペーンでは、ハローキティとコラボのオリジナルトートバックを1,000名様にプレゼント！ 

 

4月1日(火)にはオープンにさきがけWEBサイト＆ウェディング応援キャンペーンをスタート 

 株式会社KG情報(本店：香川県高松市 本社：岡山県岡山市 代表者：益田 武美)は、首都圏ブライダル事業について、ウェ
ディングの多様化やニーズのバラエティ化に対応すべく、「ウェディングスタイル」ブランドの見直しやストアコンテンツの拡充を図り、
「全てのウェディングに1000％の満足を」を合言葉に「-多様性- -積極性- -おもてなし-」をサービスキーワードとして新ブランド
プライベートウェディングコンシェルジュ「1000％WEDDING！」へリブランドを実施します。さらに、渋谷ハチ公を臨むロータリーの 
渋谷駅前ビル4F・5Fに、首都圏グローバル旗艦店として渋谷サロン【グローバル旗艦店】を2014年4月17日(木)にオープンします。 
 
 渋谷サロンオープニングキャンペーンでは、新ロゴのデザインとして起用された国民的キャラクター「ハローキティ」がデザインされ
た「1000％WEDDING！」オリジナルトートバックを来店した先着順にて1,000名様へ無料プレゼントします。また、オープンにさきが
け、4月1日(火)に公式WEBサイトと「ウェディング応援」キャンペーン、「これから結婚応援」キャンペーンをスタートします。 
 
 昨今の経済環境や若者の結婚観への変化により、挙式披露宴挙行組数は年々減少しており、ブライダル市場は厳しい環境と
なっています。一方で、 3月6日に厚生労働省が発表した「21世紀成年者縦断」調査によると20代の独身女性の結婚の意欲が
10年前より向上し、75.6％が「結婚したい」と考えていることが分かり、結婚を望む女性が増えていることが分かりました。このような
状況の中、これまで業界で競い合ってきたウェディング物件の数や低コストなどの決められたサービスフレームだけでなく、お客様
の本当の満足を追求するプライベートウェディングコンシェルジュとして「1000％WEDDING！」がスタートします。 
 
 「1000％WEDDING！」は、ウェディングニーズの全てにお応えするブライダルエージェントサービスから、カップルのどの様なご要
望にも対応できるプランニングサービス、日本ならではの伝統を広く訴求していく結納品展示、そして店舗では様々なブランドジュ
エリーが一度にご覧頂けるジュエリー展示、また、手作りアイテムのワークショップ、結婚に関する情報を集約したライブラリーなど
カップル同士の意見交換の場(渋谷サロン)などの機能に加え、海外・リゾート挙式、文化財ウェディングからウェディングレッスン 
(花嫁レッスン®)などウェディングのあらゆるニーズにお応えするコンシェルジュサービスを整えています。 例えば、「宇宙をふたりの
名前が刻印された衛星が漂う“宇宙婚”」や「屋久島で挙げる“NatureWedding”」、「デニムをテーマにこだわりを詰め込んだ“デニ
ム婚”」(参考資料にて実際の概算お見積を算出)などにも対応できる「1000％WEDDING！」は、ふたりの理想のウェディングをトー
タルコーディネートします。                  

※幅広い世代で愛され続けている国民的キャラクター「ハローキティ」とコラボレーション！ 
ハローキティの横にある赤いラインはバージンロードをイメージ。 

＜外観＞ 渋谷サロン【グローバル旗艦店】  
 

<リブランド及び渋谷サロン【グローバル旗艦店】概要> 
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◆渋谷サロン【グローバル旗艦店】営業時間11：00～20：00(無休) 
  〒150-0043 渋谷区道玄坂2-3-1 渋谷駅前ビル4F・5F 

<「1000％WEDDING!」オープニングキャンペーンについて> 

◆ハローキティコラボのオリジナルトートバックを来店者先着1,000名様にプレゼント致します 
2014年４月17日(木)オープン日より、ご来店され会場選びのご相談サービスをご利用頂いた方、 
先着1,000名様に、「１０００％WEDDING！」ハローキティコラボオリジナルトートバックをプレゼント致しま
す。実施店舗「渋谷サロン【グローバル旗艦店】、池袋サンシャイン60通りサロン、ヨドバシ吉祥寺サロン、
ららぽーと横浜サロン」 ※尚、商品が無くなり次第終了となります。 
 

<「1000％WEDDING!」主なサービス概要> 

◆ららぽーと横浜サロン  営業時間10：00～21：00(無休) 
  〒224-0053 横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜3F 
◆ヨドバシ吉祥寺サロン  営業時間10：00～22：00(無休) 
  〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-19-1 ヨドバシ吉祥寺6F 
◆池袋サンシャイン60通りサロン   
  営業時間 
  平日 12：00～20：00 / 土・日・祝日 10：00～20：00 （完全予約制） 
  〒170-0013 豊島区東池袋1-11-4 大和ビル7F 

◆相談・紹介は一切無料 
  カップルの理想の結婚式のプランニングサービス＆エージェントサービスが充実。 
 オンリーワンの結婚式を全力でサポートします。専門知識豊富なコンシェルジュが 
 常駐しています。 
 例：屋久島で挙げる“NatureWedding”、宇宙へふたりの愛の証を飛ばし、 
    愛を誓う“宇宙婚”やデニムをテーマにこだわりを詰め込んだ“デニム婚” 
    ※参考資料にて実際の実施経費など算出しております。 
 
◆充実したワークショップや花嫁レッスン® 

  手作りアイテムなどのワークショップや海外・リゾートウェディングなどのセミナー、また、ウェディングレッスン(花嫁レッスン®)を 
 定期的に実施し、カップルの満足いく結婚準備をサポートします。 
 
◆渋谷サロン【グローバル旗艦店】では結婚式を考えるおふたりが自由に使えるコミュニティの場が登場！ 
  結婚を控えているカップルの情報源のコミュニティとして無料開放しています。悩みごとなどは常駐の専門知識豊富な 
 コンシェルジュに、どんなことでも相談できます。 
 (例) 
 ・ライブラリーでは、最新のブライダル専門情報誌や海外の雑誌、フラワーやドレスの専門誌などおふたりでゆったり閲覧可能  
 ・関東式をはじめシンプルな結納品や結納返しなど普段目にする機会の少ない結納品を展示 
 ・ゲスト別(女性用、男性用、ファミリーや来賓用など)の引出物を展示 
 ・指輪の平均価格やどんなデザインが似合うかなど全10社の婚約・結婚指輪を展示（試着も可能） 
 ・海外から取り寄せたアイテムなど、シーズンごとに変わるウェディングアイテムが集結。WEBから実際に購入も可能 
 
◆その他のサービス 
  国内国外ウェディング会場へのご紹介サービス、ウェディングパッケージプラン、海外・リゾート挙式のご紹介サービス、結納品、  
 結納・顔合わせ会場、二次会、1.5 次会・ウェディングドレス・ジュエリーご紹介サービス他 
 

<「1000％WEDDING!」店舗ラインナップ> 

「1000％WEDDING！」PR事務局(ピーポイントプロモーション内) 
担当：宇野(080-5514-7370)／山内 
TEL：03-3584-7370 FAX：03-3584-1310 MAIL： info＠ppoint.co.jp 

＜お問い合わせ先＞ 
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2001年、博報堂アイスタジオに入社。デザイナー、プランナー、ディレクター、プロデューサーとすべての職種の経験を経て、2005年から8年間
777interactiveのクリエイティブディレクターとして活躍。企業ブランディング、ウェブポータル設計、コミュニティー設計、広告キャンペーン、クロスメ
ディアプランニング、イベント企画、店頭企画、サービス企画、メディア開発、アプリ開発など、施策及びメディアを問わないクリエイティブのエキス
パートとして活躍。表現を大切にしながらも「売り」や「集客」など成果のリアリティーにこだわる仕事をモットーとしている。 
カンヌ広告祭2003では、23才の若さで入賞。その後もカンヌ広告祭やアジア太平洋広告祭など国内海外での受賞をし続け、息長く日本の広告ク
リエイティブの前線を走りつづけている。                                                                                                                                      
NY Festival Advertising Award 2009 審査員、WEBBY AWARDS 2010～14   審査員 
 

<「1000％WEDDING!」公式WEBサイト> 
 
<主なコンテンツ> 
 ・コンセプト………「1000％WEDDING!」のサービスコンセプトや理念をご紹介。 
 ・ショーケース……様々な会場やプロデュースの実際の事例を交えながら、おふたりのスタイルに 
             合わせた結婚式をご提案。 
 ・サービス………理想のウェディングを実現するコーディネートステップやサービス概要とサポート体 
                     制をご紹介。 
 ・イベント……… ワークショップ、ブライダルフェア、キャンペーンなどをご案内。 
 ・店舗情報………「1000％WEDDING!」サロンのご紹介。 
 ・FAQ……………よく頂くご質問と答えを掲載。 

 求人、住宅、ブライダル、グルメ、釣りなど、各種情報を加工・発信するコンテンツ提供会社です。WEB、紙、実店舗などのメディアを戦略的に 
組み合わせるメディアミックスの考え方で、全国の「お客様」の暮らしを、より便利で快適かつ豊かにしていきます。  
本社：〒700-0976 岡山市北区辰巳20番地113   
支社：高松、松山、徳島、高知、岡山、広島、福岡、大分、川越、池袋、札幌  支局：丸亀、倉敷、東広島、福山、北九州、姫路 
URL：http://www.kg-net.co.jp 
設立：1980年1月   資本金：10億1,003万6,000円 
事業内容：調査・情報サービス、有料職業紹介事業 
        <インターネット>求人・住宅・結婚・クーポン等のサイト運営 
        <情報誌>総合求人フリーペーパー「アルパ」、新聞折込求人紙「オリコミ アルパ」、 
                住宅情報誌「ステップハウス」、ブライダル情報誌「ウェディングスタイル」、 
                釣り情報誌「レジャーフィッシング」、クーポンインフリーペーパー「イーノ」、 
                他各種情報誌、ムック誌、書籍 
証券コード：JASDAQ 2408 

<公式WEBサイトオープン記念2大キャンペーン 

4月1日(火)10：00より 
公式WEBサイトオープン！ 

 
■期間：2014年4月1日(火)10：00～5月31日(土)23：59 
■応募資格：20歳以上の東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県内にお勤めまたは在住の方で、2014年4月1日 
         (火)10：00～2014年5月31日(土)23：59までにWEBサイトのアンケートにお答えいただいた方。 
■商品概要： 
 1等 ハネムーン応援します！ 100,000円旅行券 1本 
 2等 結婚応援します！ ネックレス26本(ダイヤモンドネックレス6本、シルバーネックレス20本) 
 3等 新生活応援します！ 新生活応援家電3本(ロボット掃除機 アイロボット ルンバ620、 
     T-fal コードレスアイロン フリームーブ 9940、ダイソン DC35 モーターヘッド 各1本) 
 4等 手作りウェディング応援します！ 1000％WEDDING！オリジナル ウェルカムボード 3本 
 5等 独身最後のデート応援します！ ホテルディナー 8本 

●M7 代表 クリエイティブディレクター 益田  準也    「1000％WEDDING!」 総合プロデューサー 

 
URL:http://www.1000wedding.jp 
 

詳細は公式WEBサイトから 

 ■期間：2014年4月1日(火)10：00～5月31日(土）23：59 
  ■応募資格：2015年3月31日までに結婚予定で20歳以上の東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県内にお勤め 
         又は在住の方で、2014年4月1日(火)10：00～2014年5月31日(土)の期間中に、来店予約を行った方。 
  ■商品概要： 
  ・挙式しま賞   挙式料100,000円分特別割引プレゼント       11本 
  ・ドレス選びま賞 レンタル料100,000円分特別割引プレゼント     18本 
  ・演出に凝りま賞 挙式・披露宴演出料100,000円割引プレゼント    9本 
  ・花嫁レッスン®やっておきま賞 花嫁レッスン®参加プレゼント  ペア16組様 
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『「1000％WEDDING!」ウェディング応援キャンペーン』 

『「1000％WEDDING！」これから結婚応援キャンペーン(Wチャンスプレゼント)』 



<参考資料> こだわりの結婚式と概算見積(例) 

◆『屋久島で挙げる“NatureWedding”』 
 どこまでも広がるグリーンとブルーの世界『屋久島』の大自然の中で、オリジナリティー溢れるプランをご提案します。 
 屋久島は1993(平成５)年、樹齢数千年の屋久杉をはじめとする特殊な森林植生や、亜熱帯から冷温帯に 
 及ぶ植生の垂直分布など、屋久島の貴重な自然環境・自然資源が世界的な評価を受け、我が国で最初の世界自然 
 遺産に登録されました。「1000％WEDDING!」の提案する“NatureWedding”は、世界自然遺産の島内を一周めぐ  
 り、様々な自然にふれあいながら、愛を確かめ合い、自然なフォトを残していく行程となっています。ご希望の方には、島内 
 一周の中で挙式も可能です。 

項目 内容 単価 

島一周フォトツアープラン 

プランニング費用+スナップ写真+データＤＶ
Ｄ・フォトブック1冊+ヘアメイク+ブーケ+ラン
チ付（2名分） 
※内、5,000円を屋久島自然保護のため屋
久島町へ寄付します。 

28万円 

ドレス 
ﾈｲﾁｬｰウェディングにぴったりのナチュラル
＆カジュアルドレス 

5万円 

旅費（2名分・往復） 羽田～鹿児島～屋久島 約11万円 

合計 約44万円 

<見積もり> 

◆『テーマウェディング「デニム」をテーマにこだわりを詰め込んで 』 
 会場装飾から席次表・席札などのアイテムやギフトの包装、その他の小物まですべてに「デニム」を取り入れたこだわりの 
 ウェディング！ゲストのドレスコードも、もちろんデニム！男性ゲストには、デニムの蝶ネクタイを用意してキュートなおそろい 
 コーデに。肩肘張らないカジュアルでアットホームな時間は、ふたりとゲストの距離が近く、感謝の気持ちをそのまま大切な 
 人達に届けてくれる。こんなふたりのこだわりを随所に盛り込んだ“オーダーメイドウェディング”を、頼れるプランナーと一緒に 
 つくりあげることも可能です。 

項目 内容 単価 

フリーランスプランニング料 15万円 

テーマコーディネート料 
テーマのデニムに合わせて装花や印刷物
のアレンジなど 

10万円 

その他費用 
会場費、衣装、司会者、ヘアメイク、アイテ
ム、料理など 

165万円 

合計 190万円 

<見積もり（ゲスト人数32名）> 
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<参考資料> 目立ちたい＆思い出に残したい結婚式と概算見積(例) 

◆『宇宙婚』 

 結婚の誓いとして、宇宙へふたりの名前を刻印したボックスが広い宇宙をふわふわと漂う“宇宙婚”。ふたりの思い出の品や  
 言葉なども封入可能なオンリーワンな結婚式。 
 ・小型のボックス(10cm× 10cm× 10ｃｍ、重さ1kg以下)。 
 ・ロケット発射場としてロシア『ヤースヌイ宇宙基地』にて相乗りして飛ばす。 

項目 内容 単価 

衛星 
衛星設計・制作費、二人の名前または 
メッセージ刻印費 

100万円 

衛星打ち上げ 
ロケット相乗り費(10cm×10cm×10ｃｍの 
正方形で重さが1kg以下の衛星) 

1250万円 

衛星打ち上げ支援   270万円 

旅費(2名分・往復) 
ロケット発射場所までの交通費・ 
宿泊(2泊) 

約30万円 

ウェディングプランニング 宇宙婚のプランニング費 100万円 

合計 約1750万円 

※宇宙・衛星の写真はイメージです。 

<見積もり> 
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