公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 会員名簿
婚礼施設
北海道・東北
法人名

屋号・団体名

(株)ウェディングエルティ

ウェディングエルティ

(株)ナウエル

グランドホクヨウ

(株)スカイパレスアソシエイツ

(株)スカイパレスアソシエイツ

(株)いわや

パレスいわや

(株)ジョインセレモニー

パレスグランデール

(株)プラザ企画

プラザイン水沢

メルパルク(株)

ホテルメルパルクＳＥＮＤＡＩ

(株)マリアージュ

(株)マリアージュ

(株)寿

ロイヤルアルバートコート

関東・甲信越
法人名

屋号・団体名

(株)当間高原リゾート

あてま高原リゾート ベルナティオ

アニヴェルセル(株)

アニヴェルセル(株)

(株)五洲園

アメイジンググレイス

日本閣観光(株)

west 53rd日本閣

(株)エスクリ

(株)エスクリ

(株)昭特製作所

エルティア

(有)ケイ・イースト

オーベルジュ オー・ミラドー（(一社)かながわ西結婚推進協議会）

(宗)大宮八幡宮

大宮八幡宮 綜合結婚式場 清涼殿

鹿島都市開発(株)

鹿島セントラルホテル

冠稲荷神社

冠稲荷神社ティアラグリーンパレス

(株)音羽ノ森

旧軽井沢ホテル音羽ノ森

(株)グランドニッコー東京

グランドニッコー東京 台場

(株)クリスタルインターナショナル

(株)クリスタルインターナショナル

宗教法人 新潟縣護国神社

迎賓館ＴＯＫＩＷＡ

(株)コルドンブルー

(株)コルドンブルー

(有)角屋

ザ・ガーデンテラスおゝ乃

(株)グランプラス

The Sally Garden

(株)プリンスホテル

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖（(一社)かながわ西結婚推進協議会）

(株)サン・ライフ

(株)サン・ライフ

ＪＲホテルグループ

ＪＲホテルグループ

ケーヨーリゾート開発合同会社

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

グレイスホテル(株)

新横浜グレイスホテル

(株)セルリアンタワー東急ホテル

セルリアンタワー東急ホテル

(株)サンポウ

大理石村 ロックハート城

高見(株)

高見(株)

(株)テイクアンドギヴ・ニーズ

(株)テイクアンドギヴ・ニーズ

(株)帝国ホテル

帝国ホテル

(株)東京會舘

東京會舘

(株)東京ドームホテル

東京ドームホテル

(株)東京ベイホテルズ

東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート

(株)ホテル小田急

ハイアット リージェンシー 東京

公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 会員名簿
法人名

屋号・団体名

(株)アウェイ

箱根湯宿 然（(一社)かながわ西結婚推進協議会）

箱根ホテル

箱根ホテル（(一社)かながわ西結婚推進協議会）

(株)ホテル東京

八王子日本閣

(株)八芳園

八芳園

(株)クレッシェンドプロデュース

ヒルトン小田原 リゾート&スパ ブライダルサロン（(一社)かながわ西結婚推進協議会）

富士屋ホテル(株)

富士屋ホテル（(一社)かながわ西結婚推進協議会）

(株)ブライダルプロデュース

(株)ブライダルプロデュース

(株)Plan・Do・See

(株)Plan・Do・See

プリオホールディングス(株)

プリオホールディングス(株)

(株)プリンスホテル

(株)プリンスホテル

(株)世界貿易センタービルディング

ペントハウス ザ トウキョウ スカイホール

(株)報徳会館

報徳二宮神社 報徳会館（(一社)かながわ西結婚推進協議会）

(株)ホテル、ニューグランド

ホテル、ニューグランド

(株)ナクア ホテル&リゾーツマネジメント

ホテルエピナール那須

(株)ホテルオークラ東京

ホテルオークラ東京

(株)ホテルオークラ東京ベイ

ホテルオークラ東京ベイ

(株)目黒雅叙園

ホテル雅叙園東京

(株)大和

ホテルグリーンプラザ箱根（(一社)かながわ西結婚推進協議会）

(株)長寿荘

ホテルクリスタルパレス

藤田観光(株)

ホテル椿山荘東京

(株)ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ

(株)サンポウ

ホテルベラヴィータ

メルパルク(株)

ホテルメルパルクＴＯＫＹＯ

メルパルク(株)

ホテルメルパルクＮＡＧＡＮＯ

メルパルク(株)

ホテルメルパルクＹＯＫＯＨＡＭＡ

(株)ワイディアオペレーションズ

ホワイトイン高崎

(株)アターブル松屋

マツヤサロングループ

(株)伊勢甚本社

水戸プラザホテル

明治記念館

明治記念館

(株)県民共済マネジメントサービス

メルヴェーユ

メルパルク(株)

メルパルク(株)

山のホテル

山のホテル（(一社)かながわ西結婚推進協議会）

富士屋ホテル(株)

湯本富士屋ホテル（(一社)かながわ西結婚推進協議会）

(株)リビエラ

リビエラ

(株)ルーデンス立川ウエディングガーデン

ルーデンス立川ウエディングガーデン

(株)ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ

(株)ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ

中部
法人名

屋号・団体名

熱田神宮会館

熱田神宮会館

(株)アルカンシエル

(株)アルカンシエル

(株)出雲記念館

出雲記念館

(株)オー・ド・ヴィーウェディング

(株)オー・ド・ヴィーウェディング

(株)クレールコーポレーション

(株)クレールコーポレーション

(株)呉竹荘

(株)呉竹荘

公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 会員名簿
法人名

屋号・団体名

オランジェ(株)

THE ORANGER GARDEN ISUZUGAWA

(株)シティホテル美濃加茂

シティホテル美濃加茂

(株)マグリット

Destino Brooklyn New York

日本私立学校振興・共済事業団

名古屋ガーデンパレス

(株)名古屋東急ホテル

名古屋東急ホテル

(株)華王殿

ＨＡＮＡＣＬＵＢ華王殿

(株)ブラス

(株)ブラス

メルパルク(株)

ホテルメルパルクＮＡＧＯＹＡ

みしまプラザホテル

みしまプラザホテル ザ・モーリス

関西
法人名

屋号・団体名

(株)京都ホテル

京都ホテルオークラ

(株)関西新生活互助会

サンパレス六甲

太閤園(株)

太閤園

(株)錦

チャペルグリーンベル

(株)帝国ホテル

帝国ホテル大阪

(宗)大阪天満宮

天満宮会館

(株)ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

メルパルク(株)

ホテルメルパルクＯＳＡＫＡ

ホテルモントレ(株)

ホテルモントレ(株)

宗教法人 湊川神社

湊川神社 楠公会館

(株)ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル

中国・四国
法人名

屋号・団体名

(株)サムシングフォー

The 華紋

高松パレス(株)

ザ・チェルシー

(株)マグリット

ザ マグリット

グッドラックカンパニー(株)

THE MINUTES

(株)アンジェリーナ

サン・アンジェリーナ

下関グランドホテル(株)

下関グランドホテル

メルパルク(株)

ホテルメルパルクＯＫＡＹＡＭＡ

メルパルク(株)

ホテルメルパルクＨＩＲＯＳＨＩＭＡ

メルパルク(株)

ホテルメルパルクＭＡＴＳＵＹＡＭＡ

九州・沖縄
法人名

屋号・団体名

鹿児島国際観光(株)

鹿児島サンロイヤルホテル

(株)ウエデｲング石川

The MARQUI’ｓ

(株)千草

千草ホテル

(株)ウェディングポスト

筥崎宮ウェディング

(株)ホテル日航福岡

ホテル日航福岡

メルパルク(株)

ホテルメルパルクＫＵＭＡＭＯＴＯ

(株)プラスエスコーポレーション

マナーハウス島津重富荘

(株)グリーン商事

都城グリーンホテル

公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 会員名簿
婚礼関連
北海道・東北
法人名

屋号・団体名

(学)コア学園

秋田コアビジネスカレッジ

(学)帯広コア学園

帯広コア専門学校

(学)東北外語学園

キャスウェルホテルアンドブライダル専門学校

(学)経専学園

経専北海道観光専門学校

(学)国際総合学園

国際ビジネス公務員大学校

(学)国際総合学院

国際ビューティ＆フード大学校

(学)東杜学園

国際マルチビジネス専門学校

(学)北海道安達学園

札幌観光ブライダル・製菓専門学校

(学)三幸学園

札幌ブライダル&ホテル観光専門学校

(学)滋慶学園

札幌ベルエポック美容専門学校

(学)滋慶学園

専門学校札幌ホテル・ウェディングカレッジ

(学)聖和学園

聖和学園短期大学

(学)三幸学園

仙台ウェディング&ブライダル専門学校

(学)菅原学園

仙台総合ビジネス公務員専門学校

(学)守末学園

仙台ヘアメイク専門学校

(学)仙台ＹＭＣＡ学園

仙台YMCA国際ホテル製菓専門学校

(学)龍澤学館

専門学校盛岡カレッジオブビジネス

(学)盛岡理容美容学園

盛岡ヘアメイク専門学校

関東・甲信越
法人名

屋号・団体名

(学)中村学園

アイ エステティック専門学校

(学)白百合学園

足利デザイン・ビューティ専門学校

(株)あそしあ少額短期保険

(株)あそしあ少額短期保険

(学)群馬育英学園

育英短期大学

(有)イサージュプロデュース

(有)イサージュプロデュース

茂木商事(株)

イノセントリー

(学)湘南ふれあい学園

医療ビジネス観光福祉専門学校

(株)バンタン

ヴィーナスアカデミー

(株)青田

VEGA

(株)ウエスト

(株)ウエスト

(学)北野学園

上田女子短期大学

(株)ジャスマック

ウエディングス ビューティフル協会

(株)ウエディングパーク

(株)ウエディングパーク

(学)群馬県美容学園

ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門学校

宇都宮ビジネス電子専門学校

宇都宮ビジネス電子専門学校

(株)エス・ピー・ジェイ

(株)エス・ピー・ジェイ

(株)エスプレシーボ・コム

(株)エスプレシーボ・コム

NPO法人 FBO

NPO法人 FBO

(株)エムシイエス

(株)エムシイエス

(株)オータパブリケイションズ

(株)オータパブリケイションズ

(学)三幸学園

大宮ビューティー＆ブライダル専門学校

(株)オフィース・マリアージュ

(株)オフィース・マリアージュ

公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 会員名簿
法人名

屋号・団体名

(株)オフィスオノ

(株)オフィスオノ

(有)オフィス・メイプル

オフィス・メイプル

(株)KAORUKO

(株)KAORUKO

(株)カズ・プランニング

(株)カズ・プランニング

(株)カドリールインターナショナル

(株)カドリールインターナショナル セモアブライダル事業部

カメヤマ(株)

カメヤマキャンドルハウス

(株)カラースペース・ワム

(株)カラースペース・ワム

(株)官公庁マリッジ

(株)官公庁マリッジ

キリスト教ブライダル宣教団

キリスト教ブライダル宣教団

(株)クラウディア

(株)クラウディア

(株)メディアハウスプロモーション

クラリス ウェディングプランナースクール

(株)ぐるなび

(株)ぐるなび

(有)プロス

ぐれいす（GRACE）

(株)グレートディッパー

(株)グレートディッパー

(株)目黒雅叙園 プロデュース事業部

クレッシェンドプロデュース

(株)クリフ

グロウ・アップ・カレッジ

(株)ホライズンリゾートパートナーズ

クローバーズウエディングサロン

(学)群馬県美容学園

群馬県美容専門学校

(株)フォーハート

ケアエスコート

(株)ケイフローリスト

(株)ケイフローリスト

(株)サダマツ

Festaria bijou SOPHIA

(株)ゲストハウス

(株)ゲストハウス

(学)ティビィシィ学院

国際テクニカル美容専門学校

(学)髙村育英会

国際デュアルビジネス専門学校

(学)国際総合学園

国際トータルファッション専門学校

(学)中村学園

国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校

(学)ティビィシィ学院

国際ファッションビューティ専門学校

(学)国際総合学園

国際ホテル・ブライダル専門学校

(学)川口学園

埼玉女子短期大学

(株)佐藤写真

(株)佐藤写真

Ｃ＆ＣＩヤマノ(株)

Ｃ＆ＣＩヤマノ(株)

(学)国際文化アカデミー

JTBトラベル&ホテルカレッジ

資生堂美容室(株)

資生堂ビューティーサロン

(有)シャンベルク・ヤマ

(有)シャンベルク・ヤマ

大乗淑徳学園

淑徳大学

ジュノー(株)

ジュノー(株)

(学)昭和学院

昭和学院短期大学

(学)鶴嶺学園

湘南ウェディング専門学校

合同会社湘南プレミアムWedding

合同会社湘南プレミアムWedding

(学)ソニー学園

湘北短期大学

(株)神社結婚式相談所

(株)神社結婚式相談所

(株)鈴木音楽事務所

(株)鈴木音楽事務所

(株)スティルサンク

(株)スティルサンク

(株)スパイスジャングル

(株)スパイスジャングル ベリーメリーウエディング事業部

公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 会員名簿
法人名

屋号・団体名

(学)駿河台南学園

駿台トラベル＆ホテル専門学校

(学)文理佐藤学園

西武文理大学

(株)センティアス

(株)センティアス

(学)東京文教学園

専門学校エビスビューティカレッジ

(学)黒木学園

専門学校カレッジオブキャリア 長野校

(学)佐野学園

専門学校神田外語学院

(学)滋慶学園

専門学校東京ウェディングカレッジ

(学)立志舎

専門学校日本スクールオブビジネス21

(学)日本ホテル学院

専門学校日本ホテルスクール

(学)未来学舎

専門学校未来ビジネスカレッジ

SoZo(株)

SOZO(株)

(株)曽我

(株)曽我

第一園芸(株)

第一園芸

(学)高崎商科大学

高崎商科大学短期大学部

(学)中央総合学園

高崎ビューティーモード専門学校

(学)千葉経済学園

千葉経済大学短期大学部

(学)三幸学園

千葉ビューティー&ブライダル専門学校

(学)つくば総合学院

つくばビジネスカレッジ専門学校

(株)テクニコ

(株)テクニコ

(学)戸板学園

戸板女子短期大学

東海観光写真(株)

東海観光写真(株)

(学)三幸学園

東京ウェディング＆ブライダル専門学校

(学)田中育英会

東京エアトラベル・ホテル専門学校

(株)東京音楽センター

(株)東京音楽センター

(学)Adachi学園

東京観光専門学校

(学)東京日新学園

東京商科・法科学院専門学校

東京Ｂ．Ｍ．Ｃ．

東京Ｂ．Ｍ．Ｃ．

(学)三幸学園

東京ビューティー&ブライダル専門学校

(株)東京美容研究所

(株)東京美容研究所

(学)トラベルジャーナル学園

東京ブライダル専門学校

(学)東京文教学園

東京文化美容専門学校

(学)東京文教学園

東京文化ブライダル専門学校

(学)滋慶学園

東京ベルエポック美容専門学校

(学)大原学園

東京ホテル・トラベル学院専門学校

公益財団法人東京YMCA

東京ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校

(株)東芸エンタテイメンツ

(株)東芸エンタテイメンツ

(株)としま

(株)としま

(学)新潟青陵学園

新潟青陵大学短期大学部

(学)文際学園

日本外国語専門学校

一般社団法人 日本カラリスト協会

一般社団法人 日本カラリスト協会

（一社)日本結婚カウンセリング協会

（一社)日本結婚カウンセリング協会

日本綜合テレビ(株)

日本綜合テレビ(株)

NPO 日本パーソナルカラー協会

NPO 日本パーソナルカラー協会

（一社）日本ホテル・レストランサービス技能協会

（一社）日本ホテル・レストランサービス技能協会

公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 会員名簿
法人名

屋号・団体名

特定非営利活動法人日本マナー・プロトコール協会 日本マナー・プロトコール協会

(株)NEW ART

(株)NEW ART

(株)NOVIC

(株)NOVIC

(株)ハーモニック

(株)ハーモニック

(株)ハセガワエスティ

(株)ハセガワエスティ

(株)バンケット・プランニング

(株)バンケット・プランニング

(有)B&G Bridal Consulting

(有)B&G Bridal Consulting

(学)山崎学園

東日本ブライダル・ホテル・トラベル専門学校

(株)ビデオソニック

(株)ビデオソニック

(有)ヒトミプロデュース

(有)ヒトミプロデュース

(株)日比谷花壇

(株)日比谷花壇

(株)ビューティトップヤマノ

(株)ビューティトップヤマノ

フェイスストレッチング協会

フェイスストレッチング協会

(株)フォーシスアンドカンパニー

フォーシスアンドカンパニー

(株)丸三屋

ブライダリウム ミュー

ブライダル研究グループ BEC 結の会

ブライダル研究グループ BEC 結の会

(株)ブライダル産業新聞社

(株)ブライダル産業新聞社

(株)ブライト

(株)ブライト

(株)プランニング・インターナショナル

(株)プランニング・インターナショナル

プリモ・ジャパン(株)

プリモ・ジャパン(株)

モリノブライズ(株)

プリンセスガーデンヨコハマ

(株)プレソル

(株)プレソル

(株)プロス

(株)プロス

(株)マイナビ

マイナビウエディング

(株)マイプリント

(株)マイプリント

(学)松商学園

松本大学 松商短期大学部

(株)丸栄商会

丸栄貸衣裳店

(学)八文字学園

水戸経理専門学校

(株)MUSIC GRACE

(株)MUSIC GRACE

(一財)民族衣裳文化普及協会

(一財)民族衣裳文化普及協会

(株)ムービー企画

(株)ムービー企画

(株)村上音楽事務所

(株)村上音楽事務所

(学)明海大学

明海大学

(株)明一美

(株)明一美

(学)目白学園

目白大学 短期大学部

(学)山野学苑

(学)山野学苑

(株)ユミカツラインターナショナル

(株)ユミカツラインターナショナル

(学)岩崎学園

横浜ｆカレッジ

(学)三幸学園

横浜ビューティー＆ブライダル専門学校

(学)桜井学園

横浜ファッションデザイン専門学校

ラピスウェディング(株)

ラピスウェディング(株)

(株)リクルートマーケティングパートナーズ

(株)リクルートマーケティングパートナーズ

(株)リフレクション

(株)リフレクション

リンベル(株)

リンベル(株)

公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 会員名簿
法人名

(株)ワンステップワークショップ

屋号・団体名

(株)ワンステップワークショップ

中部
法人名

屋号・団体名

(学)長谷川学園

旭美容専門学校

(学)石川県理容美容専門学校

石川県理容美容専門学校

(学)名古屋大原学園

大原公務員医療観光専門学校 沼津校

(学)大原学園

大原スポーツ医療保育福祉専門学校

(学)名古屋大原学園

大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 静岡校

(学)名古屋大原学園

大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 浜松校

(学)大原学園

金沢ウエディング・ビューティー専門学校

(学)稲置学園

金沢星稜大学女子短期大学部

(学)髙村育英会

国際観光専門学校 熱海校

(学)髙村育英会

国際観光専門学校 名古屋校

(学)髙村育英会

国際観光専門学校 浜松校

(学)国際ビジネス学院金沢

国際ホテル＆ブライダル専門学校

(学)利幸学園

専門学校中部ビューティ・デザイン・デンタルカレッジ

(学)菊武学園

専門学校 名古屋ウェディング&フラワー・ビューティ学院

(学)爽青会

専門学校ルネサンス・デザイン アカデミー

合名会社高山美容エステティック学院

タカヤマ アドバンス ビューティー専門学校

(学)中日学園

中日美容専門学校

(学)富山大原学園

富山大原簿記公務員医療専門学校

(学)河合塾学園

トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門学校

(学)三幸学園

名古屋ウェディング＆ブライダル専門学校

(学)電波学園

名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校

(学)Adachi学園

名古屋観光専門学校

(学)愛知産業大学

名古屋ブライダルビューティー専門学校

(学)山田学園

名古屋文化短期大学

中経企業(株)

日本ウエディングプランナー・ネットワーク協会

(株)エイチームブライズ

Hanayume

(株)ファンテックス

(株)ファンテックス

合同会社繭心の季

繭心の季

(株)ラビアンローゼ

ラビアンローゼ

(株)リンガフランカサービス

(株)リンガフランカサービス

ワークシステム(株)

ワークシステム(株)

関西
法人名

屋号・団体名

(株)アッシュ

(株)アッシュ

(株)岩崎企画

アナウンスクラブ

アルテ・ノバ

アルテ・ノバ

(学)山口学園

ＥＣＣアーティスト美容専門学校

(学)池坊学園

池坊短期大学

(株)バンタン

ヴィーナスアカデミー 大阪校

(株)ウィーブ

ウィーブ

(株)ウェイブ

(株)ウェイブ

(株)Ｋ＆Ｆ

ウェスティン都ホテル京都 ビューティサロンピュア

内田写真(株)

内田写真(株)

公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 会員名簿
法人名

屋号・団体名

(株)ヴルーメン

(株)ヴルーメン

(株)エルブレイン

(株)エルブレイン

(学)三幸学園

大阪ウェディング&ブライダル専門学校

(学)コミュニケーションアート

大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校

(学)文際学園

大阪外語専門学校

(学)Adachi学園

大阪観光専門学校

(学)トラベルジャーナル学園

大阪ブライダル専門学校

(学)ロイヤル学園

大阪ベルェベルビューティ＆ブライダル専門学校

(学)大阪夕陽丘学園

大阪夕陽丘学園短期大学

(学)大手前学園

大手前短期大学

(学)大原学園

大原簿記法律＆美容製菓専門学校 和歌山校

(学)関美学園

関西ビューティプロ専門学校

(学)関美学園

関西美容専門学校

関西ブライダルビジネス懇話会

関西ブライダルビジネス懇話会

(学)大和学園

キャリエールホテル旅行専門学校

(株)響映

(株)響映

(学)光華女子学園

京都光華女子大学短期大学部

(有)クラブセレモニー

(有)クラブセレモニー

(株)クローヴプラスワン

(株)クローヴプラスワン

(有)ケイズプロ

(有)ケイズプロ

(学)ロイヤル学園

神戸ベルェベル美容専門学校

公益財団法人神戸YMCA

神戸YMCA学院専門学校

(株)コンパル

(株)コンパル

(株)サトウ花店

(株)サトウ花店

(株)シズルジャパン

(株)シズルジャパン

(学)四天王寺学園

四天王寺大学短期大学部

NPO法人尚美流全日本和装協会

尚美流全日本和装協会

(株)勝和

(株)勝和

(学)駿河台学園

駿台観光＆外語ビジネス専門学校

高見(株)

高見(株)

(株)坪内美容院

(株)坪内美容院

(株)ドリーム

(株)ドリーム

(学)羽衣学園

羽衣国際大学

一般社団法人ブライダルフラワーコーディネーター協議会 (社)ブライダルフラワーコーディネーター協議会

(株)CUSCUS

ブライダルYASUNAGA

(株)ユニコーン

(株)ユニコーン

(学)中内学園

流通科学大学

(株)レック

(株)レック

(学)京都中央学院

YIC京都ビューティ専門学校

ワタベウェディング(株)

ワタベウェディング(株)

中国・四国
法人名

屋号・団体名

(株)WILL BE

(株)WILL BE

(学)愛媛学園

愛媛コミュニケーションブライダル専門学校

(学)龍馬学園

高知情報ビジネス&フード専門学校

(学)穴吹学園

専門学校穴吹調理デザインビューティカレッジ

公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 会員名簿
法人名

屋号・団体名

(学)穴吹学園

専門学校穴吹ビジネスカレッジ

(学)三友学園

専門学校岡山情報ビジネス学院

(学)貝畑学園

専門学校 岡山ビジネスカレッジ 田町キャンパス

(株)ティアラ

(株)ティアラ

(株)パシフィック

(株)パシフィック

(学)武田学園

専門学校ビーマックス

(学)上野学園

広島情報ビジネス専門学校

(学)三幸学園

広島ビューティー＆ブライダル専門学校

(学)上野学園

広島美容専門学校

(学)広島文化学園

広島文化学園短期大学

翠宝商事(株)

ブライダルサロン錦屋

(有)貸衣裳 ひよしや

ブライダルスクエア ひよしや

(株)大和通商

プロフォト・アクセス

ペガサスキャンドル(株)

ペガサスキャンドル(株)

(株)Bo Project.

(株)ボープロジェクト

(有)オフィスりぼん

りぼんウェディング

九州・沖縄
法人名

屋号・団体名

(学)明日香学園

明日香国際ブライダル＆ホテル観光専門学校

(学)麻生塾

麻生外語観光＆製菓専門学校

(有)ウエディングステーション

(有)ウエディングステーション

エントリーサービスプロモーション(株)

エントリーサービスプロモーション(株)

(学)三幸学園

沖縄ブライダル＆ホテル観光専門学校

(学)原田学園

鹿児島キャリアデザイン専門学校

(学)鹿児島純心女子学園

鹿児島純心女子短期大学

(学)九州総合学院

鹿児島情報ビジネス公務員専門学校

職業訓練法人 鹿児島観光技能訓練協会

鹿児島ホテル短期大学校

(学)Adachi学園

九州観光専門学校

(学)Adachi学園

専門学校九州スクール・オブ・ビジネス

(学)山内学園

香蘭女子短期大学

(学)SOLA沖縄学園

スターウッドBeB美容専門学校

(学)KBC学園

専修学校インターナショナルリゾートカレッジ

(学)麻生塾

専門学校 麻生医療福祉＆観光カレッジ

専門学校沖縄ビジネス外語学院

専門学校沖縄ビジネス外語学院

専門学校沖縄ブライダルモード学園

専門学校沖縄ブライダルモード学園

(学)西鉄学園

専門学校 西鉄国際ビジネスカレッジ

(株)渕上ファインズ

DRESS the LIFE

(学)中村専修学園

中村国際ホテル専門学校

PIEM(株)

PIEM

(学)三幸学園

福岡ウェディング＆ブライダル専門学校

(学)滋慶文化学園

福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校

(学)滋慶学園

福岡ベルエポック美容専門学校

（財）西村学園

福岡南美容専門学校

(株)プレンティーホールディングス

(株)プレンティーホールディングス

公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 会員名簿
法人名

屋号・団体名

(学)向洋学園

宮崎ブライダル＆医療専門学校

(株)One Flower

(株)One Flower

賛助
関東
法人名

屋号・団体名

日本キリスト教団

アガペシップ教会

アサヒビール(株)

アサヒビール(株)

セントラル綜合サービス(株)

ウェストシティホールアンドウェディングアイ

(株)ウエディングジョブ

(株)ウエディングジョブ
小田 拓也

サッポロビール(株)

サッポロビール(株) 首都圏本部 市場開発統括部

合同会社ジェイシープランニング

J-C PLANNING LLC.

損害保険ジャパン日本興亜(株)

損害保険ジャパン日本興亜(株)

TSO International(株)

TSO International(株)

ホクエツ印刷(株)

ホクエツ印刷(株)

Stage Door

水野 資子

(株)みんなのウェディング

(株)みんなのウェディング

関西
法人名

屋号・団体名

(株)テーブルアート

(株)テーブルアート

(有)プロデュース・ビー

(有)プロデュース・ビー

九州・沖縄
法人名

(有)あつたエンタープライズ

屋号・団体名

ATSUTA Weddings
婚礼施設119社、婚礼関連302社、賛助15社

計、436社

