報道関係者様各位
2019 年 5 月 24 日
株式会社リクシィ

自分たちらしいスタイルの結婚式が発見できるブライダルイベント
Wedding Select Fes（ウエディング セレクトフェス）を６月８日に開催
〜Instagram でも人気の仲村 美香（@mikapu0519）・酒元 麻衣（@maihee）等による
トークセッションも開催〜

自由な結婚式をサポートする Web サービス“Choole(チュールウエディング)”と提案型の結婚式相
談カウンター“gensen wedding”を運営する株式会社リクシィ(本社：東京都中央区、代表取締役：
安藤正樹、以下 リクシィ)は、来る 2019 年 6 月 8 日（土）、今後、結婚を予定している方々へ向け、
今までになかった新しい形のブライダルイベント＂Wedding Select Fes（ウエディング セレクトフ
ェス）

～ gensen wedding vs Choole～＂を開催いたします。

結婚式に対する価値観も大きく変化し、自分たちらしい結婚式を重視するユーザーが増加する中、
リクシィでは、ウエディングドレス、ヘアメイクなどの必要なアイテムを自分の好みで選んで結婚式
場を利用できる業界初の自由な結婚式をサポートする Web サービス「Choole（チュールウエディン
グ）
」や、元プランナーが結婚式場探しをサポートする、ハイクオリティな提案型の無料相談カウン
ター「gensen wedding (ゲンセンウエディング)」の提供を行っています。
その中で、結婚式に対する固定概念に縛られすぎていたり、自分たちらしさを求めながらも具体的
なイメージを持てずに不本意な結婚式場選びをされるケースを多く見てきました。リクシィは結婚式
の在り方は既に大きく変化しており、様々なスタイルを知った上で、自分たちにあうものを選ぶべき
だと考えています。業界経験 10 年と、累計 400 組の結婚式をサポートしてきたノウハウを活かし、
自身の価値観が整理され、結婚式の準備をスタートできるような選択肢を提供する場をつくるため、
この度＂Wedding Select Fes（ウエディング セレクトフェス）～ gensen wedding vs Choole～を開
催いたします。
「gensen wedding＝ハイクオリティで伝統的な価値観のウエディングスタイル」
、
「Choole＝自由で革新的なウエディングスタイル」の両者を一覧で見て、その中から本当に求めるス
タイルやサービスをイメージしやすくする従来になかったウエディングイベントを目指します。
また、twitter 上でハッシュタグキャンペーンを実施し、「#結婚式こうしたい」の意見を集め、結
婚式に対する意見をまとめたレポートを後日発信いたします。

【Wedding Select Fes（ウエディング セレクトフェス）イベント概要】
日時

2019 年 6 月 8 日(土)

open：11:00

close：18:00

場所

渋谷ソラスタコンファレンス（東京都渋谷区道玄坂 1-21-1 渋谷ソラスタ 4 階）

定員

200 組 400 名

参加方法 入場無料
＊イベントには予約不要で参加可能ですが、イベントページより事前に参加予約された方にはギフト
カード 500 円プレゼントします。
＊ドレス試着、ヘアメイク体験については事前予約制となります。イベントページの申し込みフォー
ムよりお申込みをいただいた方から抽選で各 100 名様に体験いただけます。
参加特典 美容化粧品等のコスメプレゼント、新生活に役立つサービスのクーポン、クオカード 500
円相当（※事前予約の方のみ）
イベントページ

https://event.rexit.co.jp/1904fes/

コンテンツ
●ステージコンテンツ
Instagram などで人気の、仲村 美香（@mikapu0519）
・酒元 麻衣（@maihee）
・ほっさくら夫婦
（@hossakuraworld）
、その他先輩カップルによる、自身の結婚式についてやライフスタイル、価値観
にまつわるトークショーを行います。

＜ステージタイムライン（一部）＞
12:00～ 仲村 美香
14:00～ 酒元 麻衣
16:00～ ほっさくら夫婦
＊状況により変更になる可能性があります。詳細はイベントページに随時更新いたします。
（https://event.rexit.co.jp/1904fes/）
＊他、インスタグラマー、先輩カップル登壇予定

＜登壇者プロフィール＞
仲村 美香（@mikapu0519）
4 つのブランドプロデュースを中心に、ディレクター、モデル、ブロガーとし
て活躍中。自身のハワイ挙式ではスタイリッシュな装飾を企画され、自身のウ
エディングドレスもプロデュースし、国内でのハイクラスなレストランウエデ
ィングをされ話題となりました。

酒元 麻衣（@maihee）
vieuxrosevintage オーナー/モデル。maihee と呼ばれ、インスタグラムをメイ
ンに、アンティークや vintage の世界観を日々表現しています。5 月 1 日に令
和婚を発表され結婚式を準備中。独自の世界観から、どのようなスタイルの結
婚式をされるのか注目されています。

ほっさくら夫婦（@hossakuraworld）
「幸せのカタチ探し」をテーマに、新婚旅行で世界一周の旅へ。旅が
きっかけで始めた instagram が注目され「既成概念に囚われない個
性的な夫婦」として数多くのメディアに出演。これまでの訪問国数は
約 70 ヶ国 200 都市。各国の PR 活動や、ライフスタイルについて
講演会などを行っています。

●体験・展示コンテンツ
ドレス展示・試着コーナー
ドレス:クチュールナオコ、THE HANY、innocently、maria et mariee、Confetti、preparage 他
＊試着後、フォトブースにてカメラマンによる撮影あり

ヘアメイク体験
ヘアメイク：Sereno、atelier MIKONO、Ramillete、LIM、エクリュ、AIKUWAHARA、SWITCH 他

●相談ブース
結婚式・リゾート結婚式・2 次会・ライフスタイル等

相談ブース

式場：ホテル雅叙園東京、RISTORANTE CANOVIANO、THINGS Aoyama Organic Garden.dth、旧石丸邸
GARDEN TERRACE HIROO、WEDDING CIRCUS（HOTEL EMANON・IDOL・PARADISE GARAGE・LOVE KINGDOM）
星野リゾート、ジモコン関西 他
生活関連サービス：ハモン、銀座ダイヤモンドシライシ、ラ・パルレ 他

＜ご注意＞
・イベント応募および参加に際して取得した個人情報は、イベント目的以外には使用いたしません。
・イベント内容については、変更になる可能性があります。詳細はイベントページ
（https://event.rexit.co.jp/1904fes/）に随時更新いたします。
・ドレス試着、ヘアメイクについては事前予約制になります。

【#結婚式こうしたい

twitter キャンペーン】

今回のイベントと同時に、twitter 上でハッシュタグキャンペーンを実施いたします。「#結婚式こ
うしたい」の意見を集め、結婚式に対する意見をまとめたレポートを後日発信します。キャンペーン
期間は 5 月 24 日～6 月 30 日まで。
「#結婚式こうしたい」の意見を投稿いただいた方から、抽選で 5
名にアマゾンギフトカード 3000 円分をプレゼントいたします。

■ リクシィについて
リクシィは、
「ネットとリアルで新しい価値を」を理念とし、
「世界中のオールドビジネスをニュービジ
ネスに」をビジョンに掲げ、
「ブライダル業界の構造改革・結婚式であふれた世界を創る」をミッショ
ンに 2016 年 5 月に設立しました。
“自由な結婚式をサポートする Web サービス“
「Choole（チュールウエディング）」、 “元プランナー
が厳選！提案型の結婚式相談カウンター”
「gensen wedding（ゲンセンウエディング）」を提供するウ
エディングプラットフォーム事業、ブライダル企業の事業をサポートするブライダルコンサルティン
グ事業、ブライダル特化の人材紹介サービス「リクシィキャリア」などを提供するブライダルビジネ
スサポート事業を柱に展開しています。中でも「gensen wedding」は、サービス開始以来 350 組以上
の結婚式のプランニングを手掛けています。
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株式会社リクシィ
代表取締役社長 安藤 正樹
〒104-0061 東京都中央区銀座 7-15-4 三島ビル 6F
2016 年 5 月
2 億 7,162 万円(資本準備金含む)
http://rexit.co.jp/
ウエディングプラットフォーム事業
gensen wedding https://gensenwedding.jp/
Choole
https://choole.jp/
ブライダルコンサルティング事業
リクシィブライダルコンサルティング https://consulting.rexit.co.jp/
ブライダルビジネスサポート事業・人材紹介事業
リクシィキャリア https://career.rexit.co.jp/

＜代表略歴＞
2003 年京都大学法学部卒業。
2001 年より創業メンバーとして参画した株式会社ドリコムで、営業
担当取締役として、新規事業、事業拡大、営業部門のマネジメント
全般を担当し、東証マザーズ上場に貢献。
2009 年、株式会社エスクリに入社し、東証マザーズ上場を経験後、
取締役事業本部長に就任し、東証一部指定替に貢献。
2016 年 5 月、株式会社リクシィを創業。

【本イベントに関するお問い合わせ先】
Wedding Select Fes 運営事務局 担当：山口 淳司
Tel：03-6264-7395 E-Mail：event@rexit.co.jp
【本プレスリリースに関する報道関係者様からのお問い合わせ先】
株式会社リクシィ 広報担当：富田 竜介
Tel：03-6264-7395 E-Mail：ryusuke-tomita@rexit.co.jp

