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ＡＮＡマイレージクラブ提携開始
結婚式でマイルが貯まる！
結婚式の総額に応じてマイル ｏｒ ANA SKY コインをプレゼントするサービスをはじめます

※写真はイメージです

挙式・披露宴の企画・運営を主たる事業として展開する株式会社エスクリ(本社：東京都港区、代表取締役社
長：渋谷守浩、東証一部：証券コード 2196 以下、エスクリ)は、全日本空輸株式会社（以下 ANA）が運営する
ANA マイレージクラブと提携し、結婚式の総額に応じて、マイル、又は ANA SKY コインをプレゼントするサービ
スをスタートいたします。
かつては結婚式直後に行くことが多かった新婚旅行ですが、最近の傾向として、必ずしも結婚式直後ではなく
なってきています。仕事の都合や、海外のベストシーズンにあわせるなど、時期をずらして新婚旅行にでかける
方も増えています。結婚式後、期間を経てからハネムーンへ出かける新郎新婦様はもちろん、そのご家族が末
永く円満であること、また、お二人の記念日の旅行のほか、親御様との家族旅行などのきっかけ作りになること
を願い、本サービスを実現いたしました。
累計 20,000 組以上の結婚式を手掛けてきたエスクリは、ブランドメッセージ「All for Thank you(オール フォー
サンキュー)」※のもと顧客満足度向上を目指し、衣裳、料理、写真など、婚礼に関する各業務を内製化するこ
とによってワンストップサービスを提供しております。今後も、ブランドメッセージ「All for Thank you」のもと、新郎
新婦様とゲストのみなさまにご満足いただけるサービスを提供していきます。
※ ブランドメッセージ「All for Thank you(オール フォー サンキュー)」
エスクリのブランドメッセージです。エスクリは、新郎新婦からゲストの皆様への「ありがとう」を伝えるために、
ウェディングプランナーやドレススタイリスト、フローリスト、サービスなどすべてのスタッフがチームとなって新郎
新婦の結婚式を創ってまいります。
(ご参考) ブランドサイト：http://bridal.escrit.jp/

■積算マイル数／ANA SKY コイン数
エスクリ直営店施設、エスクリマネジメントパートナーズ運営施設でマイルまたは ANA SKY コイン（*1）積算希
望の旨をお伝えのうえ結婚式をご成約いただいた方に、結婚式の総額（税抜き）（*2）に応じて以下のマイル数
または ANA SKY コイン数を積算いたします。マイルまたは ANA SKY コインのどちらかをお客様にてお選びい
ただけます。
（2017 年 3 月 1 日以降の結婚式が対象になります）
結婚式の総額（税抜き）

マイルの場合

200～249 万円

ANA SKY コインの場合
20 万コイン

15,000 マイル

250～299 万円
300～349 万円

25 万コイン
30 万コイン

20,000 マイル

350～399 万円
400～449 万円

35 万コイン
40 万コイン

25,000 マイル

450～499 万円
500 万円以上

45 万コイン

30,000 マイル

50 万コイン

*1 ANA SKY コインは ANA ホームページで航空券や旅行商品のお支払いにご利用できる電子クーポンです
*2 結婚式の総額には、挙式・披露宴・その他婚礼に関わる費用の総額を指します。
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■ANA マイレージクラブ エスクリサイト

http://www.ana.co.jp/amc/reference/tameru/wedding/escrit.html
■マイルについて
ANA のマイルは ANA の国内・国際特典航空券に交換できるほか、国際線のアップグレードや ANA グループ内で
使用できる ANA ご利用券、ANA SKY コイン、ホテルのご宿泊やレストランでのお食事、他社ポイントなどに交換
いただけます。
https://www.ana.co.jp/amc/reference/tukau/
■ANA SKY コインについて
ANA の国内・国際航空券のご購入の際、値引きとしてご使用できるほか、ANA スカイホリデー、ANA ハローツア
ー、ANA の旅作（航空券と宿泊のダイナミックパッケージ）の値引きにもご使用いただけます。
https://www.ana.co.jp/amc/reference/tukau/skycoin/usage.html
※マイルや ANA SKY コインのご利用時には、それぞれ使用方法や制限等がございますので、ご確認のうえ
ご利用ください
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株式会社エスクリ
平成 15 年 6 月
5 億 8,497 万円(平成 28 年 3 月 31 日現在)
東京都港区西新橋 2-14-1 興和西新橋ビル B 棟
東京証券取引所市場第一部(証券コード 2196)
1,023 名(平成 28 年 3 月末時点グループ全体 パート・アルバイト除く)
連結 301 億 80 百万円(平成 29 年 3 月期計画)

事業内容 ：
挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業
U R L ：
http://www.escrit.jp/
【グループ会社】
株式会社渋谷(本社：奈良県桜井市)
株式会社ウェブスマイル(本社：東京都新宿区)
株式会社エスクリマネジメントパートナーズ(本社：東京都港区)
【直営店】
■首都圏
ラグナヴェール AOYAMA、ロザンジュイア、ラグナヴェール TOKYO、ザ マグナス TOKYO、シャルマンシーナ
TOKYO、アンジェリオン オ プラザ TOKYO、アルマリアン TOKYO、アヴェニールクラス TOKYO、ルミヴェール
TOKYO、南青山サンタキアラ教会、パラッツォドゥカーレ麻布、ラグナスイート ホテル＆ウェディング新横浜
■東海
ラグナスイート ホテル＆ウェディング名古屋、ラグナヴェール NAGOYA
■関西
ア･ラ・モード・パレ&ザ リゾート、ラグナヴェール PREMIER、ラグナヴェール OSAKA
■九州
アルマリアン FUKUOKA
■東北
ラグナヴェール SENDAI、アンジェリオン オ プラザ SENDAI
■北陸
ラグナヴェール KANAZAWA
■沖縄
セントレジェンダ OKINAWA
※セントレジェンダ OKINAWA はマイルおよび ANA SKY コインの積算対象外です。

【運営サービス】
ルクリアモーレ、得ナビウェディング、レクリアウエディング、フォトウェディング スマクリ、パーティハンター、マ
リクリ
【運営受託・コンサルティング】
XEX 日本橋、XEX TOKYO、XEX ATAGO GREENHILLS、XEX DAIKANYAMA、XEX WEST(運営：株式会社ワイ
ズテーブルコーポレーション)、神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ(運営：株式会社ホテルニューアワジ神戸)
【株式会社エスクリマネジメントパートナーズ運営店】
ラフィネ・マリアージュ迎賓館、渭水祥雲閣、ラ･ポルト ザ・ライヴラリー、ラ・ポルト リズムリーフ、ラ・ブランシュ
富山、クイーンズコート・グランシャリオ、シャルム・ド・ナチュール、セントミッシェル ガーデンウェディング、アヴ
ェールブランシェ
PR・取材に関するお問い合わせ先
株式会社エスクリ 広報室 TEL: 03-3539-7653

