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「急速に変革する
　　プライダル業界の昨今」
UPLAN代表

市  橋　友  美　様

夜　間　例　会

会　場：「天　狗　楼」

鯖江RAC会長

佐　野　優　様

会　長　挨　拶
酒井　芳則　会長
　最近日本列島はいた
るところで災害にみま
われております。今回尼
崎東ロータリークラブ
様より、「台風２１号は、

神戸上陸、通過にあたり阪神間に大きな被害
を及ぼしております。当クラブは、尼崎、西宮、
神戸に自宅、事業所を構える会員が多くおり
ます。会員の自宅、事業所に大きな被害が発
生してますことと、建築関係の会員も多く、そ
の対応に追われているのが現状ですので今
回の訪問は取りやめさせて戴きます」との連
絡がありました。また北海道の２５0０地区も

委　員　会　報　告含めて、お見舞い等を理事会にて対応協議い
たしますので、本日例会終了後に臨時理事会
を開催いたします。
　「福井城の復元を進める会」の幹事栗田様
よりTELが入りぜひとも署名活動の協力をお
願いされました。１０月が締め切りとの事で
すので、署名をおねがいします。
　いよいよ９月８日特別支援学級の子供達
の「スポーツ吹き矢競技大会」が開催されます
。申し込みのいただいていない方でも観戦が
できますのでお越しください。また９月９日は
朝倉遺跡にて、アクトクラブ主催の清掃活動
がAM８：３０より開催されますのでこぞって
参加をお願いいたします。
　私たちロータリークラブは奉仕をする団体
でなく、奉仕する人々の集まりであります。そし
て、人間同士の思いやりの気持ちのもと、善意
を持った行動が私たちのロータリーです。例
会にて親睦を楽しみましょう。来週９月１４日
は岡本会員の天狗楼さんにてPM６：３０より
懇親を深めましょう。

 瀧ヶ花　秀晃
　青少年奉仕委員長
　９月８日の「スポーツ
吹き矢」のデモンストレ
ーションは、皆様の役割
分担を開会前に説明い

たしますので、８：２０に鯖江市総合体育館玄
関前に集合でお願いします。内履き持参、ロー
タリーポロシャツ着用です。１２：００頃終了
し、その後に反省会を「獏の住む森」にて昼食
を兼ねて行います。よろしくお願いします。　

大島 恒彦　財団委員長
　財団にご寄付いただ
いた方は、本日いただい
た12名と前もっていた
だいている、幸道会員・
窪田会員・私の１５名

でした。どうもありがとうございました。

結　婚　祝　い
川手　博明　会員
大橋　良史　会員
野呂　和夫　会員
榊原　広輝　会員
岡本　圭子　会員

誕　生　祝　い

大島　恒彦　会員
森屋　　亮　会員

勤　続　表　彰

齋藤多久馬　会員
榊原　広輝　会員

ガ　バ　ナ　ー　賞

2017-18年度
奉仕プロジェクト

田中誠二
　ガバナー賞受賞
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にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2018年９月のレートは、1ドル＝112円です
（９月レート適用は、９月１日（土）以降に弊局口座へ着金対象）

編集：会報・ホームページ委員会

テーマ卓話 UPLAN代表

市  橋　友  美　様
「急速に変革する
　　　ブライダル業界の昨今」

　卓話者紹介
　　吉田　俊博　プログラム委員長
　本日の卓話者は、河和田の西袋町にありま
すブライダルアイテムの専門店「UPLAN」を立
ち上げた女性起業家です。私は「南越法人会」
に所属していまして、そこの座談会「女性起業

家達の現状と夢」に参加いただいたご縁で、今日の卓話をお願いし
ました。結婚式場の出席カードや招待状等を手掛けておられます。

　卓話者
　UPLAN代表　 市橋  友美 様
　私は、結婚するまでホームページやウェブ
デザインの仕事をしていました。２６歳で河
和田に嫁ぎ、漆器の家業を手伝うつもりでい
ましたが、パソコンができるならブライダルの

仕事をしてみないかと誘われ、２人の子どもを育てながら自宅で仕
事ができるので、引き受けたのがきっかけです。
　２００８年１月にUPLANを設立し、自宅１階をオフィスにして営
業しました。２０１３年・１４年あたり、世の中にスマートフォンが
出始めたころから、世の中は同じやり方をしていては売り上げが伸
びないという焦る時期がありました。そこで２０１４年からインター
ネット販売で、やり方を変えてみました。２０１７年自宅１階にオフ
ィスを新築し、ショップもリニュアールOPENしました。また、今年に入
って通販機能を導入したWEBサイトにもリニュアールしました。
　１１年前に会社を設立した時は、３歳の子どもを抱えていた私だ
けでしたが、現在は常勤１名、パートアルバイト２名、来春内定者１
名と、ウェブ担当者、インスタグラム専門者の５名で経営しておりま
す。
　ブライダル関連のどういった商品を扱っているかというと、式場が
唯一持ち込んでも良いという商品。招待状・当日配る席次表・ご両親

へのプレゼントギフト・お見送りの時のプチギフト・席札、そういう自
由に式場に持ち込み可能な、ブライダル産業の隙間を狙って、それ
に当てはまる商品のデザイン・販売をしております。全国的にもこう
いった商品には縛りがありません。
　ただ、ブライダル業界は変化が激しくて、結婚式に仲人を立てる
式はほぼ０に近いです。また、入籍が先で式
が後の方や、赤ちゃんを連れた結婚式、すで
に同棲していて返信先が同じというカップル
がほとんどです。ご両親が結婚式に口を出せ
ない等、一昔前とはずいぶん変わってきていま
す。流行も１０年前は「自分たちを見て婚」が、
３.１１の時は「絆婚」など人との繋がりをテーマにする式が増える
など、流行を追いかけていくのが日常です。最近では、自分たちでテ
ーマを決め、手作りできるものは作って自分達だけで式を挙げる方。
また、ゲストを楽しませる仕掛けを考えて行う式も多くなってきてい
ます。海外で挙式を上げた後に、国内で派手やかな披露宴をするカ
ップルも全国的に多くいるなと思います。
　現在は、雑誌などに掲載しません。スマートフォン１本でどれだけ
の情報を発信していくかが非常に大事で、弊社にしかない商品を弊
社だけに注文したいお客様のみをご案内しております。インターネ
ットを中心に、お客様の約９５％は県外になり、広告費はゼロ！！で
全国に発信しています。時代が何を求め、お客様が何を探している
のか？を徹底的に分析、その求められている所に新商品をデザイン
します。そして、ターゲット層のお客様がネットを見る時間帯・曜日ま

で分析しています。
　恐らく来年はまた違う流行が到来します、い
ち早くキャッチして、動向とにらめっこ！探して
いる物を提供する企業作りで新規顧客獲得を
目指しております。

幹　事　報　告
牧野　友美　幹事
　１１月１０日開催のI.M.ですが、敦賀RCか
ら登録を早めに頂きたいとの事ですので、本
日出欠票を置いておきましたので、記入をお
願いします。

　福井城址の坤櫓（ひつじさるやぐら）の土塀の復元に関する署名
について、「福井城の復元を進める会」の栗田氏が来局されて、どう
しても皆さんに賛同の署名をいただきたいとの事で署名用紙を持っ
てこられました。お持ち帰るなり、本日ご記入されるなりしていただ
き、ご協力お願いします。

　
酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
大島　恒彦   会員
大橋　良史　会員
吉田　俊博　会員
梅田　吉臣　会員
窪田　健一　会員
笹尾　昌敬　会員

スポーツ吹き矢大会参加よろしくお願いします。ユープラン代表市橋さまの話を楽しみに

事業への皆様のご協力に感謝して　卓話に期待して

誕生祝を頂いて

卓話をたのしみに　結婚祝いを頂いて

卓話を楽しみに

情報収集ありがとうございました。

台風21号に被災された方に御見舞い申し上げます。

早退させていただきます

前　年　度　会　計　報　告
　岡本　圭子　前年度会計
　昨年度の会計報告を作成いたしましたの
で、ご報告申し上げます。８月２４日の理事
会に諮り、８月３１日に監査を受けました。
内容は別紙をご覧頂きご確認ください。
監査報告　幸道　森市　前年度監査
　１月１日から北クラブとの合併という事
で、予算組を理事会にて承認いただいたう
えで変えております。それに基づき決算報告
書が提出されました。
　平成３０年８月３１日、普通預金通帳・
金銭出納帳並びに元帳・請求書・領収書の

監査の結果、正確且つ妥当であることを認めました。

ニコニコ発表

瀧谷　えみ子
ニコニコ委員長


