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本日の卓話者ご紹介
株式会社ぐるなび JOYJOY ウエディング推進事業部

酒井隆弘様と木村美貴様

卓話
卓話
「株式会社ぐるなびについて」
株式会社ぐるなび JOYJOY ウエディング推進事業部

酒 井 隆 弘
1996 年、交通広告を手掛ける株式会社 NKB（日本交通
広告文化事業）の一事業部として飲食店検索サイト「ぐ
るなび」をインターネット上に開設。Yahoo ！ Japan
も同年開設。1997 年には楽天、1998 年にはグーグル
とインターネット企業が頭角を現した時期に「ぐるなび」
誕生。
1997 年には「ぐるなび」国際観光日本レストラン協会
と提携。同年「ぐるなび全国版」を開設。1998 年には
全国芽生会、大阪料飲経営協会と提携。
2000 年株式会社ぐるなび発足。
その後、一貫して「食」を中心とした多角的なコンテン
ツを発信。
「ぐるなびレシピ」
、
「ぐるなび食市場」
。
「ぐ
るなびラーメン」
。
2004 年には東京メトロのおでかけサイト「Letʼs Enjoy
TOKYO」
に情報提供。食だけではなく、イベントやショッ
ピングなどのエンターテイメント領域にも力を入れる。
また「ぐるなびランチ」や「ぐるなびデリバリー」も開設。
2006 年、JR 駅構内や百貨店の中で対面式の結婚式場紹
介所を行っていた JOYJOY ウエディングを改め、イン
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ターネット上での結婚式場紹介をメインとしたビジネス
モデルに変更。ブラント名も JOYJOY WEDDING から
「ぐるなびウエディング」に変更。
結婚式場様とレストランウエディング会場様のご紹介と
２次会の会場様の情報をインターネット上でユーザーに
提供。
同年、
「ぐるなびトラベル広場」を開設。
2007 年、株式会社インターネットなび東京を吸収合併
し、
「Letʼs Enjoy TOKYO」をぐるなびと東京メトロの共
同事業として運営開始。
2008 年東京証券取引所市場第一部に上場。
2010 年「ぐるたび」開設。
現在に至る。
企業理念に掲げる「21 世紀の食生活を豊かにする」た
めに、
今後も「食」を通した新たなサービスに着手していく。
酒井隆弘様 プロフィール
2006 年３月 ぐるなびウエディング立上げと同時に、
株式会社ぐるなび入社。
結婚式場様、レストランウエディングの会場様に向け
て、ぐるなびウエディング加盟の企画・提案営業を行う。
現在まで、結婚式場様、レストランウエディング会場
様の担当数 250 会場。
これまで担当したエリアは埼玉県全域から都内、千葉
県、神奈川県。
2010 年 10 月より、株式会社ぐるなび
ぐるなび JOYJOY ウエディング事業推進部 事業企画
兼 営業企画 マネージャー就任。
お恥ずかしいながら、「日本一足の速い営業マン！」
と称して、自身の自己紹介をさせて頂いております。

＜新会員紹介＞
山本

智（やまもと さとし）様
野村證券株式会社平塚支店 支店長
（経歴）
昭和 61年３月 早稲田大学高等学院 卒業
昭和 61年４月 早稲田大学教育学部英語英文学科 入学
卒業
平成２年３月
同
平成２年４月 野村證券株式会社 入社

＜出席報告＞
本 日 4月 7日 会員数 60名 対象者 55名 出席者 45(40)名 出席率 81.82％
前々回 3月17日 会員数 60名 対象者 55名 出席者 38(33)名 出席率 60.00％ MUP 5名 計 38名 修正率 69.09％

平成６年６月
平成10年６月
平成14年４月
平成18年６月

堺支店
赴任
池袋支店
赴任
松戸支店
赴任
横浜支店 資産管理課長 赴任
営業業務本部付
赴任
（中国・四国・九州担当課長）
（
同
次長）
志木支店 開設準備委員長 就任
志木支店 支店長
就任
平塚支店 支店長
赴任

平成19年６月
平成19年12月
平成20年６月
平成23年４月
現在に至る
（趣味）
ゴルフ、読書（最近では、ソフトバンクの孫正義氏や将
棋の羽生名人の本を読みました。
）
＜委員会報告＞
＜委員会報告＞
新世代委員会 副委員長 工藤光和会員
今年度も参加致します『平塚市緑化まつり』では、例
年どおり「巣箱づくり教室」を開催致します。
申込締切りは４/14（木）
、出欠の有無を事務局まで
お知らせください。よろしくお願い致します。

◎５/ ８（日）厚木 RC の 50 周年記念式典は中止（自粛）
とし、式典費用の一部を義捐金として被災地へ送るそ
うです。
◎ 2011 学年度新規・継続米山奨学生のためのオリエン
テーション開催（次年度会長 / カウンセラー）
開催日 2011 年５月 14 日 ( 土 )
13：30 〜 14：00 登録・受付
14：00 〜 17：00 第 1 〜 3 部 全体会議
17：10 〜 18：45 奨学生歓迎会
場 所
横須賀商工会議所
横須賀市平成町 2-14-4 （別紙地図参照）
※ カウンセラーハンドブックをお持ち下さるようお
願い申し上げます。
※ 米山学友会会則により賛助会員費 2,000 円を集
めさせていただきます。
◎当クラブが以前設置しました、駅前地下道の市内案内
版の改修が終了しました。
高久ビル前のぼり口、つるや製菓前のぼり口、地下道
中央壁面、交番のぼり口の４か所です。

＜会員会報告＞
＜会員会報告＞
今村信夫会員
『第５回 2780 地区ロータリー絵画展 / 鎌倉市立中学
生絵画展』開催
日 時：４/12（火）〜 18（月）10：00 〜 18：00
（初日 13：00 開場・最終日 17：00 閉場）
会 場：鎌倉生涯学習センター地下ギャラリー
鎌倉東口より徒歩２分（駐車場なし）
今回は、創立 50 周年を迎える鎌倉ロータリークラブ
の記念事業として市立中学生からも作品が出展されて
います。皆様に是非ご覧頂きたくご案内致します。
＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎東日本大震災で被災した、友好クラブ（花巻 RC）へ
３/29（火）100 万円を義捐金としてお送りしました。
稲田典之会長よりお礼状が届きました。
前略
此の度の東北地方太平洋沖地震に際しましては早々と
御見舞戴き、その上、早速多大な御見舞金を賜わり誠
にありがとうございます。
早速役員会で検討し、有効に使わせて戴くことに致し
ましたが、詳しくは追って、ご報告させていただきます。
お陰様で当地方の被害は軽微であり、会員一同怪我も
無く過しておりますのでご安心下さい。
まだまだ余震も続き、また福島原発の問題も未解決の
ままでありますが、困難に負けず奉仕活動に一層邁進
する覚悟であります。
この度のご好意に感謝申し上げますと共に、貴クラブ
の益々のご発展と会員各位のご多幸を祈念し、御礼の
御挨拶と致します。
早々
平成 23 年３月 30 日
花巻ロータリークラブ会長 稲田典之
ク ラ ブ 会 報 委員会

◎工藤光和

野島和 夫

高久ビル前のぼり口
化粧直し＜施工前＞

＜施工後＞

＜メークアップ＞
＜メ ー ク ア ッ プ＞

５名

＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

15 名

＜ゲ
ス
＜ゲスト＞

工藤・小飯塚・清水雅・
門井・西村 会員各位

ト＞
ぐるなび JOYJOY ウェディング事業推進部
酒井隆弘様、木村美貴様

＜ビジター＞
＜ビ ジ タ

ー＞

伴

よし子様（東京港南 RC）

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
４月２１日（木） 平塚市民病院 平塚市病院事業管理者
慶應義塾大学医学部客員教授
（外科学）医学博士 別所 隆 様
２８日（木） ＊卓話調整中
５月 ５日（木） 休会（祝日）
１２日（木） ＊卓話調整中
＜市内例会変更＞
＜市 内 例 会 変 更＞
平塚南
平塚南
小笠原

４/15 ㈮ 18：00 〜 移動例会
４/22 ㈮ 夜間例会→通常例会
勲

牧野國雄

清水雅広

清水

裕

