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株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ（本社：東京都品川区 代表取締役社長：知識賢治 以下、T&G）

のプロデュースチーム“Haute couture Design（オートクチュールデザイン）”※1は、 
2013年 8月 10日より、ザ・リッツ・カールトン東京（所在地：東京都港区赤坂 9-7-1 東京ミッド
タウン）※2と業務提携し“デザイナーズウェディング”プロデュースのサービスを開始いたします。 

 
◆ザ・リッツ・カールトン東京で叶えるオリジナリティ溢れる“デザイナーズウェディング”  
モデルの梨花や SHIHO など数々の著名人や、国内外のセレブウェディングを手掛けてきた“Haute 

couture Design（オートクチュールデザイン）”は、この度質の高いおもてなしを提供する 5 つ星ホ
テル「ザ・リッツ・カールトン東京」と業務提携を開始いたします。本提携により、ザ・リッツ・カ
ールトン東京が持つ最高級のサービス・信頼性と、Haute couture Design（オートクチュールデザイ
ン）が提供する究極のこだわり・プロデュース力を融合させた、ハイクオリティなデザイナーズウェ
ディングを提供いたします。 

“デザイナーズウェディング”とは、ペーパーアイテムから空間装飾、ヘアメイク、ウェディングドレ
スなど全てに至るまで、各分野のプロフェッショナルデザイナーが集結し、これまでにない先進的な
ウェディングスタイルを 0（ゼロ）からオートクチュールでデザインし、創り上げていくウェディン
グです。 
 
◆2013 年 8 月 10 日（土）ザ・リッツ・カールトン東京にて“トワイライトウェディングフェア”を開催  
ザ・リッツ・カールトン東京にて、デザイナーズウェディングのお披露目の場として、2013 年 8

月 10日（土）に“トワイライトウェディングフェア”を開催いたします。本物のおもてなしを提供する
ザ・リッツ・カールトン東京ならではの上質・高級感・やすらぎをテーマに、Haute couture Design
（オートクチュールデザイン）にて「トワイライトウェディング」をコンセプトとした世界観を創り
上げます。 
トワイライトウェディングについては、同日よりデザイナーズウェディングの一つのテーマプラン

としてザ・リッツ・カールトン東京デザイナーズウェディング窓口にて販売を開始いたします。本プ
ランでは、輝くクリスタルの燭台に飾られた数百ものキャンドルによる非日常的な空間の中、ザ・リ
ッツ・カールトン東京の最高のお料理とサービスと共に人生で一度の幸せな時間を提供いたします。 
 

                      【 1日限定トワイライトウェディングフェア 】 

                                        
                         

 

 

                         

 
 
 
 
 
 
 

※1 場所や概念に捉われない新しいウェディングプロデュースサービスを提供するプロフェッショナルチーム 

   http://www.tgn.co.jp/hcdesign/jp/ 

※2 ザ・リッツ・カールトン東京 http://www.ritz-carlton.jp/ 

 
この件に関するお問い合わせ先 

 
 
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ  オートクチュールデザイン部  佐伯 有理 

東京都品川区東品川 2-3-12 シーフォートスクエアセンタービル 17F   

TEL：03-6833-1164 FAX：03-6833-1161 MAIL：pr@tgn.co.jp URL：http://www.tgn.co.jp/ 

Haute couture Design（オートクチュールデザイン）が 

「ザ・リッツ・カールトン東京」との業務提携開始 

～“デザイナーズウェディング”の誕生 ～ 

 

日程：8月 10日（土） 

時間：10:30～/13:30～/16:30～ 

フェア内容：トワイライトウェディングスペシャル 

コーディネートの体感 

      カクテルパーティ＆JAZZ生演奏ライブ 

      デザイナー相談会 

参加費：無料   

応募サイト：http://www.Designers-Wedding.info 

http://www.tgn.co.jp/hcdesign/jp/
http://www.ritz-carlton.jp/
mailto:pr@tgn.co.jp
http://www.tgn.co.jp/


参考資料 

 
◆“トワイライトウェディングプラン”商品概要 

 
商 品 名： トワイライトウェディングプラン 
 
内  容： お料理／お飲物／ウェディングケーキ 
       会場費／親族控室費／ブライズルーム／介添え 
       チャペルセレモニー／テーブルコーディネート一式／フラワー一式 
       衣装／ペーパーアイテム／音響照明 
 
販 売 金 額：￥4,000,000～（税・サ込）／60名様 
      ※お一人様追加 ￥38,000- 
 
発 売 日：2013年 8月 10日より 
 
販 売 場 所：ザ・リッツ・カールトン東京 デザイナーズウェディング窓口 
 
お 問 合 せ：03-6833-1335（平日 11:00～20:00） 
 
 

 

◆Haute couture Design（オートクチュールデザイン）デザイナー紹介 

 

 
有賀明美 

モデルの梨花・SHIHO など数多くの芸能人や、プ

ロスポーツ選手などから指名を受け、その結婚式

をプロデュースしてきた経歴を持つウェディング

デザイナー。マスコミからの評価も高く、テレビ

番組への出演やドラマでのウェディング監修の依

頼も多い。 

AKEMI ARIGA HIROE TANAKA 

田中宏枝 

芸能人のウェディングやイベントのプロデュースと

ともに、自身の海外ウェディングの経験を踏まえ、

近年は中国、ハワイなど海外でのウェディングプロ

デュースも数多く手掛ける。 

YUKO NOGAMI 

野上ゆう子 

石田純一・東尾理子夫妻など、数多くの著名人 

ウェディングを担当するとともに、女性としての

働き方やライフスタイルも注目され、テレビや 

女性誌の取材、講演など多方面に渡り活躍。 

NAMIKO HARA 

原奈允子 

自身が手掛けたウェディングは国内外の著名人を含

む 1,000 組以上。 

現在は装飾だけでなく、空間プロデューサーとして

トータルコーディネートを行い、ウェディングから

ハイブランドイベントまで幅広く手掛ける。 



‣東京

‣関東エリア

‣東海エリア

‣近畿エリア

‣九州エリア

‣中国・四国エリア

‣信越・北陸エリア ‣北海道・東北エリア

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
1998年創業。「人の心を、人生を豊かにする」を企業理念に、「一顧客一担当制」や「一軒家貸し切り」など「T&Gスタン

ダード」とよばれるサービスのもと、一組一組心をこめてかけがえのない世界を提供することを追求するハウスウェディン
グのパイオニア。

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
1998年創業。「人の心を、人生を豊かにする」を企業理念に、「一顧客一担当制」や「一軒家貸し切り」など「T&Gスタン

ダード」とよばれるサービスのもと、一組一組心をこめてかけがえのない世界を提供することを追求するハウスウェディン
グのパイオニア。

T&Gの直営店・提携店（2013年7月現在）

【海外リゾート】

ザ・マカナチャペル（ハワイ）

ザ・モアナチャペル（ハワイ）

シェラトン・ラグーナ・ホワイトアロウ（グアム）

ザ・シーサイド・スイート アット ヒルトン・グアム

アクアステラチャペル（グアム）

ジュエル・バイ・ザ・シー（グアム）

アールイズ・ブルーポイント・バイ・ザ・シー（バリ）

【国内リゾート】

アールイズ・スイート（沖縄）

【海外リゾート】

ザ・マカナチャペル（ハワイ）

ザ・モアナチャペル（ハワイ）

シェラトン・ラグーナ・ホワイトアロウ（グアム）

ザ・シーサイド・スイート アット ヒルトン・グアム

アクアステラチャペル（グアム）

ジュエル・バイ・ザ・シー（グアム）

アールイズ・ブルーポイント・バイ・ザ・シー（バリ）

【国内リゾート】

アールイズ・スイート（沖縄）

【プロデュース型】

■提携ホテル

ホテルブエナビスタ(松本) / ノボテル甲子園 (西宮)

ザ クラウンパレス新阪急高知 (高知) / ホテルボストンプラザ草津 (滋賀)

宮崎観光ホテル（宮崎）

■提携レストラン及び会場

THE JEWELS (札幌) / フェリチタ (表参道) / マノワール・ディノ (表参道)

クリスタル ヨット クラブ (品川) / Fish Bank TOKYO (汐留)

TERAKOYA (武蔵野)/ アンティコ・ブッテロ (広尾)/ イル・ブッテロ (広尾)

トゥーランドット 游仙境 (みなとみらい)/ ミラキュルーズ (東京)

【プロデュース型】

■提携ホテル

ホテルブエナビスタ(松本) / ノボテル甲子園 (西宮)

ザ クラウンパレス新阪急高知 (高知) / ホテルボストンプラザ草津 (滋賀)

宮崎観光ホテル（宮崎）

■提携レストラン及び会場

THE JEWELS (札幌) / フェリチタ (表参道) / マノワール・ディノ (表参道)

クリスタル ヨット クラブ (品川) / Fish Bank TOKYO (汐留)

TERAKOYA (武蔵野)/ アンティコ・ブッテロ (広尾)/ イル・ブッテロ (広尾)

トゥーランドット 游仙境 (みなとみらい)/ ミラキュルーズ (東京)

直営店直営店

69店舗101会場
※(株)ブライズワード 6店舗12会場

プロデュース型プロデュース型

15店舗

海外・リゾート海外・リゾート

7店舗

アーククラブ迎賓館（新潟）
アーヴェリール迎賓館（富山）
アーククラブ迎賓館（金沢）
ガーデンヒルズ迎賓館（長野）
ガーデンヒルズ迎賓館（松本）
アルモニービアン（松本）※

アーセンティア迎賓館（大阪）
アーセンティア大使館（大阪）
アーフェリーク迎賓館（大阪）
ベイサイドパーク迎賓館（大阪）
アクアガーデンテラス（大阪）
ベイサイド迎賓館（和歌山）
アーヴェリール迎賓館（姫路）
ベイサイド迎賓館（神戸）
山手迎賓館（三宮）
北山迎賓館（京都）
アクアテラス迎賓館（大津）
アルモニーアンブラッセ（大阪）※
アルモニーアッシュ（姫路）※

アーククラブ迎賓館（広島）
アーヴェリール迎賓館（岡山）
アーククラブ迎賓館（福山）
ベイサイド迎賓館（松山）
アーヴェリール迎賓館（高松）
ヒルサイドクラブ迎賓館（徳島）

アーカンジェル迎賓館（福岡）
アーフェリーク迎賓館（福岡）
アーフェリーク迎賓館（熊本）
ベイサイド迎賓館（鹿児島）
アーフェリーク迎賓館（小倉）
ベイサイド迎賓館（長崎）
ガーデンヒルズ迎賓館（大分）
アルモニーサンク（小倉）※

アーセンティア迎賓館（浜松）
アクアガーデン迎賓館（沼津）
ベイサイド迎賓館（静岡）
アーセンティア迎賓館（静岡）
アーカンジェル迎賓館（名古屋）
アーヴェリール迎賓館（名古屋）
アーフェリーク迎賓館（岐阜）
ガーデンクラブ迎賓館（四日市）

アクアガーデン迎賓館（岡崎）
アルモニーテラッセ（岐阜）※
アルモニーヴィラ オージャルダン（常滑）※

アーカンジェル代官山
麻布迎賓館
アーフェリーク白金
SHOTO GALLERY
青山迎賓館
表参道TERRACE
白金倶楽部
ヒルサイドクラブ迎賓館（八王子）
ヴィクトリアガーデン恵比寿迎賓館

アーカンジェル迎賓館（宇都宮）
アーセンティア迎賓館（高崎）
アーククラブ迎賓館（水戸）
アーセンティア迎賓館（柏）
アーヴェリール迎賓館（大宮）
ガーデンヒルズ迎賓館（大宮）
ベイサイドパーク迎賓館（千葉）
ベイサイド迎賓館（横浜）
アクアテラス迎賓館（新横浜）
コットンハーバークラブ（横浜）
茅ヶ崎迎賓館(茅ヶ崎)
山手迎賓館（横浜）
THE SEASON’S（横浜）

ヒルサイドクラブ迎賓館（札幌）
アーカンジェル迎賓館（仙台）
アーククラブ迎賓館（郡山）
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