
ホームページ新規作成のご提案

THE WEDDING DAY  御中

2021.5 .4

近畿キッズ



この度は、THE WEDDING DAY 様の 

ホームページ新規作成のご提案の機会をいただき 

ありがとうございます。
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ホームページ（サイト）の⽬的とゴール
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式場への来館予約（≒またはウェディングフェア）の申し込み。 

※電話応対はタイムリーに対応できない可能性があるので、フォーム予約が望ましい。



課題
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挙式するカップルの減少 → フォト婚のみで終わるカップル（結婚式に興味がない層）が多い。 

改めて、お世話になった⼈への感謝の気持ちを伝える場の⼤切さを実感してほしい。

〈⾒込み顧客が求めているもの〉 

 具体的な会場の雰囲気や強みをより詳しく知りたい。 

 様々な地域から列席されるので、交通の便を確認したい。 

 

〈⾒込み顧客が抱えている悩みや不安〉 

 サイト情報と実際のギャップがあるかどうか。（イメージ写真よりボリュームダウンしていないか、おしゃれさ） 

 最寄駅から⾏きやすいか。遠⽅から来る⼈にとって、迷わず式場まできてもらえるか。



強みとサイトでの訴求
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〈特別感〉 

 ‧オーダーメイド：サイトTOPにオーダーメイド事例を掲載 

 ‧京都ならでは ：京都ならではの事例や、イベントを掲載 

 

〈ホスピタリティ〉 

  「おもてなし」「叶える」「お⼒になる」等、 

 新郎新婦様‧ゲスト様へ寄り添ったメッセージを⼊れる。

〈料理〉 

 思い出の料理を再現したり、唯⼀のメニューを出すことができる。 

 会場内で調理している、温かい料理を温かいまま提供することが可能 

 シェフと直接相談ができる、メニューのカスタマイズが可能 

 

〈装花〉 

 他会場とは価格帯、ボリューム、デザイン性の⾼さ 

 

〈⽴地〉 

 京都駅からも利便性良く、京都の中⼼地にある 

  （≒式前後の時間で市内外の観光地巡りしやすい）

強み サイトでの訴求

‧オーダーメイド感のあるウェディングを実現することができる。 

‧列席者様を考えたおもてなしをすることができる。 

  （本⾳：既婚友⼈と被らない。）

定番でありきたりなものにならない ‧特別感（オーダーメイド、京都ならでは）

この２つをサイトテーマとして訴求します。

‧「⼀緒におもてなしする」という 
 ホスピタリティ



ターゲット‧ペルソナ
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ペルソナ

‧20代後半〜30代半ばのカップル（もしくは新婦様：⼥性） 

‧共働きでお互い経済的に⾃⽴している 

‧⼀⼈暮らし 

‧洗練された⼤⼈婚を⽬指している 

 ＝⽬が肥えているのでテンプレのような結婚式は×

名  前：⽥中志保 

年  齢：28歳 

性  別：⼥性 

居  住  地：⼤阪 

職  業：看護師（年収450万）、婚約者は開業医（年収2000万） 

家族構成：⼀⼈暮らし 

趣  味：旅⾏‧SNS

普段の情報収集：SNS 

よく使うSNS：Instagram、Twitter 

⽣活パターン：仕事で多忙、仕事の合間や休⽇にSNSを⾒たり趣味の旅⾏について情報収集している 

抱えている悩み：婚約者となかなか時間が合わない 

最近したいこと：ヨガ 

やろうと思ってできていないこと：親孝⾏ 

消費⾏動の特徴：仕事が不規則でまとまった時間がとれないのでネットショッピングを多⽤する 

        いつ：衝動的に∕どこで：⾃宅∕何に：トラベルグッズ‧リラックスグッズ 

        いくら：⽉１万円程∕頻度：週１回∕⽬的：⾃分へのご褒美 

        基準：⾃分がいいと思ったらを最優先。あとはレビュー評価も参考にする

※ほとんど新婦様が探して予約することが多い、つかみとしては⼥性受けがいいイメージが好まれる。 

 ただし、かわいいだけじゃない落ち着いて経済的に⾃⽴している層を狙っている点も踏まえる。

‧経済的な不安は少ないが職業柄休みが不定期で忙しい 

‧旅⾏（観光）が好き 

‧SNSで情報収集している 

‧家族想い 

‧こだわりが強め

ターゲット



サイトコンセプトまとめ → キャッチコピー
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※ THE WEDDING DAY 様 サービス名より

ORDERMADE  WEDDING

特別な⼈と  特別な⼈達へ  特別な１⽇をおもてなし

オーダーメイドでこだわりの時間と空間を

What = ⽬的 

Why = 意義 

Who = 誰が 

When = いつ 

Where = どこで 

How = どうやって

‧‧‧‧‧‧ 

‧‧‧‧‧‧ 

‧‧‧‧‧‧ 

‧‧‧‧‧ 

‧‧‧‧ 

‧‧‧

式場への来館予約（≒またはウェディングフェア）の申し込み 

お世話になった⼈への感謝の気持ちを伝える場の⼤切さを実感してほしい 

経済的に⾃⽴した、洗練されたこだわりの⼤⼈婚を考えているカップルもしくは新婦様（ターゲット‧ペルソナ） 

仕事の合間や休⽇など 

通勤中‧仕事場‧休憩先‧⾃宅など、閲覧はスマホ‧PC両⽅だがスマホが多い 

ゼクシィネット様‧みんなのウェディング様‧公式Instagram



サイトまでの導線‧サイト内の導線
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サイトまでの導線 ゼクシィネット‧みんなのウェディング‧公式Instagram 

⼝コミ‧ゲストだった⽅が新郎新婦としてご利⽤

サイト内の導線 TOPページ

１）「ヘッダー」にナビゲーション ＋「お問い合わせ‧ご予約」ボタン設置 

２）メインビジュアル下に「コンセプト」 

３）「オーダーメイド」の実例を掲載 → 「プラン」への誘導ボタン設置 

４）「お客様の声」を掲載 

５）「ブライダルフェア」と「京都のイベント」を掲載 → 「ブライダルフェア⼀覧 」へ誘導ボタン設置 

６）「アクセス」に地図と最寄り駅からのルートを掲載 → 「アクセス詳細」へ誘導ボタン設置 

７）「フッター」に会社情報‧サイトマップ等を掲載 ＋「お問い合わせ‧ご予約」ボタン設置 

 

※ヘッダーはスクロールしても常に最上部に固定させて「お問い合わせ‧ご予約」の訴求を強めます。



サイト構造のご説明
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トップ

コンセプト

オーダーメイド例 

→ プランへの誘導あり

フェア詳細 チャペル案内 

披露宴会場案内

プラン紹介 

→ フェアへの誘導あり

問い合わせフォームアクセス詳細

お客様の声

アクセス アクセス アクセス問い合わせ‧予約

問い合わせ‧予約 問い合わせ‧予約 問い合わせ‧予約

フェア予約 その他 

フォトギャラリー

アクセス アクセス問い合わせ‧予約

フェア プラン 施設案内 アクセス 問い合わせ‧予約

‧アクセス 

‧問い合わせ‧予約 

   この２つは全ページに⼊れます。
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サイトの中のご説明



THE WEDDING DAY について フェア プラン 施設案内 アクセス お問い合わせ・ご予約

特別な⼈と 特別な⼈達へ 特別な１⽇をおもてなし

O R D E R M A D E   W E D D I N G

ABOUT US
THE WEDDING DAY について

ORDERMADE
オーダーメイド

VOICE
お客様の声

FAIR & EVENT
ブライダルフェア & 京都のイベント

お問い合わせ・ご予約
〒604-0846 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル⾦吹町452 

TEL：���-���-���� 

営業時間：10:00-19:00（定休⽇：⽕曜） 

 

プライバシーポリシー

© THE WEDDING DAY

THE WEDDING DAY

〈最寄り駅〉京都市営地下鉄 烏丸線・東⻄線 烏丸御池駅2番出⼝より階段登りUター ン → 烏丸御池交差点を左折し、烏丸通を北へ徒歩2分 

  ※お⾞でお越しいただく際は近隣のコインパーキングをご利⽤ください。送迎はございません。
アクセス詳細はこちら

ACCESS
アクセス

オーダーメイドでこだわりの時間と空間を

おふたりの思い出の料理を再現

京都⽼舗店の和紙でつくるペーパーアイテム

ご両親のお好きな花でくつろぎの空間に

Case �

Case �

Case �

おふたりにとっての特別な⼀⽇。 

特別なゲストと過ごす特別な時間。 

お世話になった⼈への感謝の気持ちを伝える空間。 

「おふたりらしい」伝えかたを叶えたい。 

私たちもおふたりと⼀緒におもてなしさせてください。

おふたりにとって思い出に残っている「あの料理」。 

特別な⽇に特別な⼈達と共有できたら、きっとまた素敵な思い出

に・・・ 

シェフが直接おふたりとご相談させていただき、ふたつとないオリ

ジナルフルコースでおもてなしできます。 

地元の⾷材を使って「ふるさとの味」を再現することも。 

会場内調理で温かい料理を温かいままお召しあがりいただけます。

京都の⽼舗和紙専⾨店で取り扱っている和紙を使ったウェディング

ペーパーアイテムが作成できます。 

招待状・席次表カバー・席札・芳名帳などをさりげなくお洒落に。

落ち着きのある上質なペーパーアイテムは、よりいっそうゲストの皆

様へのおもてなしに花を添えることでしょう。 

フォトアルバムやウェルカムボード等にもお使いいただけます。 

歓迎や感謝の意を込めてお出迎えを。

その他、「おふたりらしい」プランをご提案いたします。

披露宴では定番の「花束贈呈」。 

ご両親のお好きな花を贈れば、おふたりにとってもご両親にとって

も素敵なワンシーンとなるでしょう。 

もし会場に飾ってあったら・・・緊張がほどけた「いつものご両

親」が⾒られるかもしれません。 

⼤切な１⽇を華やかに彩ってくれる装花。専⾨のフラワーコーディ

ネーターがおふたりのご希望の空間をデザインいたします。

キービジュアル

プランのご案内

ブライダルフェア⼀覧

2019.11.23

N様

挙式会場、披露宴会場
、ラウンジ、全てがと

てもおしゃ

れで素敵だと感じまし
た！ 

スタッフの皆様の柔軟
なサポートで、当⽇も

楽しむこと

ができ本当に感謝して
います。

2020.9.5

S様

私たちの思い出の場所である⼤学の近くで結婚式を挙げ

ることができ、本当に嬉しいです。 

遠⽅からのゲストにも喜んでもらえ、思い出に残る1⽇

なりました。

11:00〜 
15:00〜

18:30〜

【1⽇2組限定】個室でゆっくりデザート試⾷付き 

「プライベート相談会」

【短時間相談フェア】お仕事帰りにも◎ 

「気になることだけ90分相談会」

期間：5⽉1⽇〜9⽉30⽇

京の⾵物詩「鴨川納涼床」

初夏から鴨川、貴船や⾼雄、鷹峯で⾏われる納涼床では、京都の懐

⽯料理を気軽な価格で楽しむことができます。川のせせらぎを聞き

ながらはんなりした雰囲気を楽しんだ季節も9⽉からは紅葉の準備に

⼊ります。まだ⽇差しの厳しい時期だからこそ、最後の納涼気分を

楽しんでみてはいかがでしょうか。

1

2

3

４

5

6

7

8

9

10

毎週 

⼟⽇

毎週 

⽔曜
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2

3

４

5

6

7

8

9

毎週 

⼟⽇

毎週 

⽔曜

1 ヒアリングシート 15 「サイトのゴールや成果」より 
“式場への来館予約(≒またはウェディングフェア)の申し込み。 
電話応対はタイムリーに対応できない可能性があるので、 
フォーム予約が望ましい。” 
ヘッダーとフッターに⽬⽴つよう掲載し訴求⼒を⾼めます。 
電話番号はフッターの会社情報に掲載する程度にします。

2 ヒアリングシート 14 「必ず⼊れたい情報」より 
“会場の強みを新郎新婦様と価値を共有して 
「⼀緒におもてなしする」というホスピタリティ。” 
からイメージしたキャッチコピーです。 
オーダーメイド感 →「特別」

3 ヒアリングシート 1 「サービスの名前」より 
“「オーダーメイドでこだわりの時間と空間を提供」” 
をタイトル⽂に掲載。

4 特別感・ホスピタリティを伝えられるメッセージにしました。

5 Case 1 
ヒアリングシート 11 「価値を提供できる理由」より 
“メニューのカスタマイズで地元の野菜を使ったり、 
思い出の料理を再現したり、 
唯⼀のメニューを出すことができる。” 
オーダーメイド感が⾮常に強い為、最初に掲載。 
 
Case 2 
ヒアリングシート 9 「強味と特徴」より 
“・装花 
 他会場とは価格帯、ボリューム、デザイン性の⾼さ” 
お世話になった⼈への感謝の気持ちを伝える場の⼤切さの実例として掲載。 
 
Case 3 
ヒアリングシート 9 「強味と特徴」より 
”・⽴地 
 京都駅からも利便性良く、京都の中⼼地にある 
 (≒式前後の時間で市内外の観光地巡りしやすい)” 
京都らしい実例を掲載。

6 ヒアリングシート 11 「価値を提供できる理由」より 
“考える⼿間を省きたい⽅はそのままプラン内容を使ってもらえば◎” 
→ 「「おふたりらしい」プランを〜」という⼀⽂を記載し、 
続けて「プランのご案内」への誘導ボタンを設置します。

7 お客様の実際のお喜びの声を掲載し、 
THE WEDDING DAY 様の魅⼒を第三者を通して伝えます。

9 ヒアリングシート 14 「必ず⼊れたい情報」より 
“アクセス情報は全ページ共通パーツとしてフッターに⼊れて欲しい” 
全ページ共通で「地図」「最寄り駅からのアクセス⽅法」「アクセス詳細へのボタン」 
を掲載します。

参考にさせていただいたサイト（ザ・ガーデンオリエンタル⼤阪 様） 
https://www.gardenoriental.com/event/

テキスト引⽤サイト（icotto 様） 
https://icotto.jp/presses/8768

8 TOPページにおすすめのフェアを掲載。 
ヒアリングシートには「内容︓〜」を掲載いただいておりますが、 
TOPは情報過多にならないよう省略いたします。 
下層の「フェア」ページに⼊れております。 
 
「短時間相談フェア」は忙しい⽅（ペルソナ）にぴったりなフェア。 
 
ご提案 ――――――――――――――――――――――――――― 
フェアと⼀緒に、「京都の⾏事やイベント」などを掲載。 
⽴地の良さをさらに活かし、遠⽅のお客様や観光好きなお客様の、 
来館意欲を⾼める為のコンテンツです。 
掲載時期に合わせた京都の⾵物詩を掲載します。

10

10 サイトマップを掲載予定です。 
全ページ共通コンテンツの為、 
サイトゴール（来館予約・フェア申し込み）を意識して作成します。





THE WEDDING DAY について フェア プラン 施設案内 アクセス お問い合わせ・ご予約

BRIDAL FAIR
ブライダルフェア

毎週⼟⽇ 11:00〜/15:00〜 

会場コーディネート⾒学、デザート試⾷(デザートワイン付)、

希望時期の空き状況確認、⾒積もり相談

【1⽇2組限定】個室でゆっくりデザート
試⾷付き「プライベート相談会」

くわしく⾒る このフェアを予約する

内容

毎週⽔曜 18:30〜

会場⾒学、希望時期の空き状況確認、⾒積り相談

【短時間相談フェア】お仕事帰りにも

◎「気になることだけ90分相談会」

くわしく⾒る このフェアを予約する

内容

おすすめのブライダルフェア

THE WEDDING DAYのウェディングを体感できる 

特別な⼀⽇をご案内

会場⾒学や相談会はもちろん、 

シェフ⾃慢のデザート試⾷やお忙しい⽅にぴったりの短時間相談会など、 

おすすめのフェアをご⽤意しております。 

是⾮お気軽にお申込みください。

さらにフェアを表⽰する

お問い合わせ・ご予約
〒604-0846 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル⾦吹町452 

TEL：���-���-���� 

営業時間：10:00-19:00（定休⽇：⽕曜） 

 

プライバシーポリシー

© THE WEDDING DAY

THE WEDDING DAY

〈最寄り駅〉京都市営地下鉄 烏丸線・東⻄線 烏丸御池駅2番出⼝より階段登りUター ン → 烏丸御池交差点を左折し、烏丸通を北へ徒歩2分 

  ※お⾞でお越しいただく際は近隣のコインパーキングをご利⽤ください。送迎はございません。
アクセス詳細はこちら

ACCESS
アクセス



THE WEDDING DAY について フェア プラン 施設案内 アクセス お問い合わせ・ご予約

WEDDING PLAN
ウェディングプラン

THE WEDDING DAY には決まったプランがありません。 

おふたりの想いを叶えることを第⼀に考えております。 

ここでは料⾦イメージをご提⽰しております。

結婚式のみ ( 披露宴なし)

セレモニープラン

¥ 900,000 / 〜30⼈

結婚式＋披露宴

シーズンプラン

¥3,600,000/〜60⼈

家族婚(少⼈数)＋会⾷

ファミリープラン

¥1,500,000/〜30⼈

※料⾦はイメージです。

※料⾦はイメージです。

※料⾦はイメージです。

プランに合わせつつ⾃分たちらしい式にしたい。 

でも何から始めて良いかわからない。 

そんな⽅はぜひブライダルフェアにお越しください。 

「おふたりらしい」プランをご提案させていただきます。 

ブライダルフェアを⾒る

お問い合わせ・ご予約
〒604-0846 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル⾦吹町452 

TEL：���-���-���� 

営業時間：10:00-19:00（定休⽇：⽕曜） 

 

プライバシーポリシー

© THE WEDDING DAY

THE WEDDING DAY

〈最寄り駅〉京都市営地下鉄 烏丸線・東⻄線 烏丸御池駅2番出⼝より階段登りUター ン → 烏丸御池交差点を左折し、烏丸通を北へ徒歩2分 

  ※お⾞でお越しいただく際は近隣のコインパーキングをご利⽤ください。送迎はございません。
アクセス詳細はこちら

ACCESS
アクセス



THE WEDDING DAY について フェア プラン 施設案内 アクセス お問い合わせ・ご予約

CONTACT
お問い合わせ・ご予約

お名前

お問い合わせ内容

メールアドレス

希望⽇時

招待予定⼈数

フリガナ

お電話番号

挙式予定⽇

備考・質問等

同意事項

年を選択

お気軽に質問、ご相談ください

年 / ⽉ / ⽇

名

⽉を選択

⼊⼒内容を確認する

プライバシーポリシーに同意 （プライバシーポリシーはこちら）

フェア予約

ご質問・ご相談

資料請求

※個⼈情報の保護に対する法令・規範を遵守し、個⼈情報の取得・利⽤・管理を適正に⾏ないます。お客様からお寄せいただいた情報は、お問い合わせへのご

回答のためにのみ使⽤し、その他の⽬的で使⽤したり、無断で第三者へ提供することはございません。

気になることやご質問がございましたら、些細なことでも、お気軽にご相談ください。 

内容を確認し、担当よりご連絡させていただきます。 

少しでもおふたりのお⼒になれましたら嬉しいです。

必須

必須

必須

必須

必須

任意

任意

任意

任意

必須

お問い合わせ・ご予約
〒604-0846 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル⾦吹町452 

TEL：���-���-���� 

営業時間：10:00-19:00（定休⽇：⽕曜） 

 

プライバシーポリシー

© THE WEDDING DAY

THE WEDDING DAY

〈最寄り駅〉京都市営地下鉄 烏丸線・東⻄線 烏丸御池駅2番出⼝より階段登りUター ン → 烏丸御池交差点を左折し、烏丸通を北へ徒歩2分 

  ※お⾞でお越しいただく際は近隣のコインパーキングをご利⽤ください。送迎はございません。
アクセス詳細はこちら

ACCESS
アクセス



まとめ

10

以上、「 THE WEDDING DAY 様 ホームページ新規作成のご提案 」 

についてご説明させていただきました。 

 

私たちも、ふたつとない特別なオーダーメイドサイトをご提案させていただきます。 

ご検討の程よろしくお願いいたします。 

 

ご清聴いただきありがとうございました。

近畿キッズ kinkikids@xx.xx 06-0000-0000


