
はじめに 
 

こんにちは。この司会者プロセットを監修しました永田ゆかりです。 

 

ブライダル司会の基礎に関しましては※司会者スターターセットで学んで頂いたと

思います。既にあなたにはブライダル司会者として十分な基礎知識が身に付いているこ

とでしょう。 

 

しかし、もう一つ司会者にとって重要な知識があることをご存知ですか？・・・ 

 

それは「経験を積むことによって得られる知識」です。 
 

そうです。たくさんの披露宴司会を経験し、その中で失敗したり、苦労したりしなが

ら得られる実践的な知識のことです。 

 

この知識があるのとないのとがプロとアマチュアの境目といっても過言ではないほど

重要なことなんです。 

 

「でも経験を積むことで得られる知識なんだから5年、10年と司会経験を積むしか方

法がないんじゃないの？」 

 

と、思われるかもしれません。 

 

しかしながら答えはノーです。 
 

目の前にある、このプロセットは経験豊富な司会者達が実践経験の中で得たノウハウ

を惜しみなく出し合ってできあがったものなんです。 

 

そうです。あなたの手元には経験豊富な司会者達のノウハウが集約されたテキストと、

それをサポートするＣＤが既にあるのです。 

 

ということは「経験を積まなければ得られない知識」が今スグ得られるということな

んです！ 

 

このプロセットが使い古された頃、あなたは 5 年も 10 年も司会経験を積んできた司

会者達と同じノウハウを手にしていることでしょう。 

 

さあ！あなたの未来に向かって一緒に進んでいきましょう！ 

 
※「司会者スターターセット」の詳細は http://www.shikaisya.pro/startingset.htm をご覧下さい。
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「余興」とは？ 

 

披露宴というのは、大きく「基本進行」＆「余興」の2つから構成されて
います。 

 

最近、よく耳にする「オリジナルウエディング」や「オンリーワンウエディング」と

いう披露宴では、特にこの「余興」の部分に会場ならではの演出があったり、新郎新婦

こだわりの演出があったりするわけです。

 

これは、言い換えると「基本進行」だけなら誰の披露宴であっても、あまり代わり映

えがないということです。 

 

そして、最近の個性を活かした披露宴ではこの「余興」の部

分をいかに提案できるかが司会者の技量とも言えるのでは

ないでしょうか。 
 

しかし、どのように「余興」の部分を演出すれば、「オリジナルウエディング」や「オ

ンリーワンウエディング」を提案できる司会者になれるのでしょうか？ 

 

「基本進行」にどう「余興」を組み込んでいけばよいのでしょうか？ 

 

それでは、今からこの「余興」について一緒に考えていきましょう。 
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披露宴で行われる「余興」ベスト30 
 

 

 まず「余興」に関して難しく考える前に、余興にはどんなものがあるのかを見てみま

しょう。 

 

次ページをご覧下さい。最近の新しいものからオーソドックスだけども今でも人気の

あるものまで、現役司会者達によって厳選された「余興」のベスト30です。 

 

各タイトルを読んでいるだけでも楽しくなってきます。こんな「余興」を披露宴に取

り入れていけば盛り上がること間違いなしですよね。 

 

これら 30 の余興には 1～30 までの番号が付いていて、番号に「※」の付いているも

のは「演出する場面が基本的に決まっている」、付いていないものは「演出する場面が

特定されていない」ということを表しています。
 

どうです？ 

 

これだけの「余興」が使いこなせる司会者になれると思っただけで、司会の経験値が

何十倍にも何百倍にもなったような気がしませんか？ 

 

えっ？ どうやって各余興を演出するのか早く知りたいって？ 

 

大丈夫。あせらないで下さい。 

 

一つ一つきちんと説明していきますからね。 

 

さぁ、それでは余興ベスト30を見ていきましょう！
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演出する場面が基本的に決まっている余興
【※1】鏡開き 

【※2】シャンパンタワー 

【※3】クロスハンド乾杯 

【※4】ケーキトッピング 

【※5】ケーキ入場 

【※6】ファーストイーティング 

【※7】両親ケーキ入刀 

【※8】両家から炎の受け継ぎ 

【※9】キャンドルリレー 

【※10】シュクレファンタジー 

【※11】子供花束リレー 

【※12】ベア贈呈 

【※13】万歳三唱 

演出する場面が特定されていない余興
【14】スライド上映による生い立ち紹介 

【15】ダーズンローズセレモニー 

【16】詩吟披露 

【17】リレースピーチ 

【18】新郎新婦クイズ 

【19】親族紹介 

【20】ブーケプルズ 

【21】フォトサービス 

【22】ケーキドラジェ当選 

【23】バルーンサービス 

【24】カクテルドレスクイズ 

【25】ジャンケン大会 

【26】ビンゴゲーム 

【27】宝探しゲーム 

【28】HappyRoseプレゼント 

【29】100円ジャンケン 

【30】フロートキャンドル 
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「余興」についての基本的な考え方 
 

 

 早く各余興の演出の仕方を見たいところでしょうけど、その前に余興についての基本

的な考え方を勉強しましょう。 
 

余興を披露宴に取り入れていく上で注意するポイントは

大きく2つです。 
 

一つ目のポイントは新郎新婦が会場にいる時になるべく演出し

てあげるということです。 
 

これは当たり前のように思うでしょうが、実際の披露宴では、祝辞者のスピーチが長

かったり、新郎新婦が着る衣装の点数の問題などで、新郎新婦の退席中にしか「余興」

の時間が取れないということも出てきます。 

 

かといって、何もかもを新郎新婦の退席中に行ったのでは、あまりにも新郎新婦がか

わいそうですよね。 

 

ですので、このあたりの加減を考えながら「余興」の時間を取り入れましょう。 

 

 

そしてもう一つのポイントは新婦の衣装を着ている時間を考えてあ

げるということです。 
 

これは女性であれば分かると思いますが、披露宴で着るドレスは新婦にとって、とて

も思い入れがあるわけなんですね。ですから選んだ衣装は全部同等に着たいと思うのが

心情でしょう。 

 

新婦が衣装を 2 着 着るのであれば、2 着とも同じ時間の長さ着ていられるように、3

着 着るのであれば3着とも同じ時間の長さ着ていられるように進行を組んであげよう

ということです。 

 

例えば11ページの早見表を見てみましょう。この早見表では新婦の着る衣装は2着で

す。 

 

②新郎新婦入場～⑨新郎新婦中座 の間で1着目を着ています。 

⑫キャンドルサービス入場～⑰退場 の間で2着目を着ています。 
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ならば、②～⑨と⑫～⑰の時間をできるだけ同じ長さにしてあげることで、新婦は 2

着の衣装を同じ時間着ていられることになりますよね。 

 

また12ページの早見表では新婦の着る衣装は3着です。 

 

②新郎新婦入場～⑨新郎新婦中座 の間で1着目を着ています。 

⑩新郎新婦入場～⑪新郎新婦中座 の間で2着目を着ています。 

⑫キャンドルサービス入場～⑰退場 の間で3着目を着ています。 

 

ならば、②～⑨、⑩～⑪、⑫～⑰の時間をできるだけ同じ長さにしてあげることで、

新婦は3着の衣装を同じ時間着ていられることになります。 

 

このようにできるだけ同じ時間の長さ衣装を着ていられるように「余興」を組んでいき

ましょうということです。

 

どうです？ 

 

「余興」についての基本的な考え方、何となくわかって頂けました？ 

 

今は何となくで大丈夫です。 

 

このテキストを読み進めていくうちに理解できていくはずです。 

 

それでは、この2つのポイントに注意しながら余興の組み方を勉強していきましょう。



「余興」の演出場面 早見表の見方 
 

 

11ページ（衣装2点の場合）と12ページ（衣装3点の場合）の2つの早見表があり

ますので、実際に行われる披露宴にあわせて使い分けて下さい。 

 

早見表は大きく左右2つの項目に分かれており、左の 披露宴内の各場面 は①～⑲

までの基本場面と□A ～□F の食事歓談場面で構成されています。 

 

右の 余興を効果的に演出できる箇所 には各場面で演出可能な余興の番号が記さ

れています。また演出のタイミングを【前】【中】【後】と3分割にしていますので、ど

のタイミングで演出を行うか具体的に分かるようになっています。 

 

 では下にある早見表の一部をご覧下さい。 

 披露宴内の各場面   余興を効果的に演出できる箇所  

 【前】 【中】 【後】 

①迎賓  

②新郎新婦入場 【14】 【15】  

 

 

例えば ②「新郎新婦入場」の場面では「新郎新婦が入場する直前に【14】の余興が

演出可能」で「新郎新婦が入場している最中には【15】の余興が演出可能」ということ

を表しています。 

 

 どうです、簡単でしょ。 

 

このようにブロック分けにして表示することで披露宴内のどの場面のどのタイミン

グで各余興を演出すればいいのか簡単にご理解頂けると思います。 

 

それから 披露宴内の各場面 の①～⑲までの基本場面と□A ～□F の食事歓談場面は、

地域や会場によって省かれたり、順番が入れ替わることもあるでしょう。 

 

そのような場合、必要のない行程を省いたり、順番を入れ替えたりすることによって、

その地域や会場で行われている進行形態に合わせることもできますし、同じ要領でオリ

ジナルな進行を創ることも可能です。 
 
また、この早見表に設定してある余興の演出箇所は、あくまでも私達一部の司会者の

経験をもとに記してあるものです。いろいろと自分なりに考えて、各余興の新たな演出

箇所を考えてみるのもいいのではないでしょうか。 
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「余興」の演出場面 早見表（衣装2点の場合） 

 披露宴内の各場面   余興を効果的に演出できる箇所  

 【前】 【中】 【後】 

①迎賓  

②新郎新婦入場 【14】 【15】  

③開宴の辞  

④ご媒酌人挨拶    

⑤主賓祝辞   【16】 

⑥乾杯準備 【※1】【※2】   

⑦乾杯  【※3】  

□A 食事・歓談 【※4】【14】【16】【17】【18】【19】 

⑧ウェディングケーキ入刀 【※5】【15】  【※6】【※7】 

□B 食事・歓談 【14】【17】【18】【19】【20】【25】【26】【27】【28】【29】 

⑨新郎新婦 中座  【21】  

□C 食事・歓談 【14】【30】 

⑫キャンドルサービス入場

～メインキャンドル点火 
 

【※8】【※9】【※10】

【21】【23】【30】 
【24】 

□D 食事・歓談 【14】【15】【17】【18】【20】【22】【25】【26】【27】【28】【29】

⑬手紙 【※11】 【14】  

⑭花束贈呈  【※12】  

⑮両家代表謝辞  

⑯新郎謝辞  

⑰退場 【※13】  【14】 

⑱お開き  

⑲送宴  
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「余興」の演出場面 早見表（衣装3点の場合） 

 披露宴内の各場面   余興を効果的に演出できる箇所  

 【前】 【中】 【後】 

①迎賓  

②新郎新婦入場 【14】 【15】  

③開宴の辞  

④ご媒酌人挨拶  

⑤主賓祝辞   【16】 

⑥乾杯準備 【※1】【※2】   

⑦乾杯  【※3】  

□A 食事・歓談 【※4】【14】【16】【17】【18】【19】 

⑧ウェディングケーキ入刀 【※5】【15】  【※6】【※7】 

□B 食事・歓談 【20】 

⑨新郎新婦 中座  【21】  

□C 食事・歓談 【14】 

⑩新郎新婦入場  【15】【21】【23】 【24】 

□D 食事・歓談 【14】【17】【18】【19】【20】【25】【26】【27】【28】【29】 

⑪新郎新婦 中座  【21】【23】  

□E 食事・歓談 【14】【17】【18】【22】【30】 

⑫キャンドルサービス入場

～メインキャンドル点火 
 

【※8】【※9】【※10】

【21】【23】【30】 
【24】 

□F 食事・歓談 【14】【15】【17】【18】【20】【22】【25】【26】【27】【28】【29】

⑬手紙 【※11】 【14】  

⑭花束贈呈  【※12】  

⑮両家代表謝辞  

⑯新郎謝辞  

⑰退場 【※13】  【14】 

⑱お開き  

⑲送宴  
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各余興を勉強する前に 

 

 

これからあなたと各余興を見ていくのですが、その時に『会場内の動き』と『その時

の司会者のコメント』の2つの進行がどのように重なって進んでいくのかに注意しなが

ら勉強していきましょう。 

 

 各ブロックの進行の中で 

 

『会場内の動き』は【会】 

『その時の司会者のコメント』は 

 

という記号で表記しています。 

 

例えば進行が 
 

 

 

【会】 
 

 

 

 

 となっていた場合、“まず司会者のコメントがあって、次に会場内の動きがあって、司

会者のコメントが入る”という流れを表しています。
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各余興に表記されている記号の意味 
 
 

【会】 その時の会場の動き 

 
その時の司会者のコメント 

[ 注意！ ] 
確認や注意の必要な部分。また司会者として最低限間違った

り、失敗しないように心がける部分。 

[ ポイント！ ] 

アドリブのコメントを必要とする部分。司会初心者には難しい

部分ですが、この部分を鍛えることでいろんなシチュエーショ

ンでもとっさのコメントが言えるようになります。 

（  ）内の文字 人名や地名、数字など披露宴によって変わる部分です。実際の
披露宴用に言葉を入れ替えて下さい。 
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【※1】鏡開き について 

© 2005 Impex.,inc. 

余興概要 
乾杯用のお酒が入った酒樽の蓋を木槌で割るというものです。 

所要時間 
約5分 

準備物  
・ 樽酒 

・ 木槌 

・ 升 

・ はっぴ 

 

[ 注意！ 準備物には会場で用意してもらえる物と新郎新婦が用意しなければならない物があ

ります。各準備物をどちらで準備するのか確認しましょう。 ] 

事前打合せ事項 
 新郎新婦だけで蓋を割るのか、それとも両家両親なども一緒に割るのか確認する。 
 儀式的に行うだけなのか、それとも樽酒を実際に列席者に配るのか確認する。 
 列席者に樽酒を配る場合、新郎新婦自ら升に注いでいくのか、スタッフが注いで配るのか、
それとも希望者だけがとりに来るのか確認する。 

 樽酒が贈り物の場合は、贈り主を紹介するために必要な名前や肩書きなどを聞く。 
 升は列席者が持ち帰っていいものなのか確認する。 
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【※1】鏡開きの進行方法 

 

 

『それではここで新郎新婦の門出を祝し、幸多かれと祈念致しまし

ての鏡開きを行います。』 

 

『この鏡開きは、日本古来より おめでたい席には欠かせないもの

とされてきました。』 

 

『皆様にはご唱和のご協力をお願い致します。』 

【会】 新郎新婦及びそれ以外にも酒樽の蓋を一緒に割る方がいる場合は酒樽の前へ来てもらう。 

 

『只今より新郎新婦は木槌を手に、私のイチ・ニイ・サン (よい

しょ・よいしょ・よいしょ)の声にあわせて 3 回振り下ろして頂き

ます。』 

 

『3回目で木槌が樽に当たり、鏡開きとなります。めでたく鏡がひ

らかれました際には、おめでとうのお言葉、温かな拍手をお送り下

さい。』 

 
[ 注意！  お客様の前では縁起上「割る」という言葉を使わないほうが良いので、司会者

のコメントとしては「開く」という言い方をするように心がけましょう。] 
 

『それではご唱和をお願い致します。イチ・ニイ・サン (よいし

ょ・よいしょ・よいしょ)』 

【会】 新郎新婦及びそれ以外の方がいる場合は一緒に木槌を振り下ろす。 

 

『おめでとうございます！』 

 

『お二人は今、めでたく鏡を開き、末永い幸福を約束されました。』
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