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T&G、ハワイの名門「シェラトン・ワイキキ・ホテル」内に 

自社チャペル「ザ・マカナチャペル」オープン 

～ 新たな拠点のオープンにより海外・リゾートウェディングのシェア拡大 ～ 
 
 

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）は、当グループが展開する海外・リゾートウェディングブランド「アールイズ・ウエディ

ング※1」において、2013 年 6 月、米国ハワイ州ホノルル市の中心にある名門ホテル「シェラト

ン・ワイキキ・ホテル」と業務提携を実施し、施設内に自社チャペル「ザ・マカナチャペル」を

オープンいたしました。 

 

◆人気のハワイに新たな海外リゾートウェディング拠点をオープン、海外シェア拡大に向けた戦略出店 

T&G グループでは、2013 年 3 月期からの 3 ヵ年中期経営計画（2012 年 2 月 3 日発表、以下 153P 

※2）において「海外戦略の加速」を重点戦略のひとつに掲げ、積極的に海外戦略を展開しています。

中でもリゾートウェディング事業は躍進を続けており、153P の成長ドライバーのひとつと位置付けて

おります。 

この度の新たな拠点「シェラトン・ワイキキ ザ・マカナチャペル」は、2012 年 12 月の受注開始

以降、期初の計画を上回り好調に推移しております。これによりリゾートウェディングのシェアを拡

大し、153P 最終年度の計画数値「連結売上高構成比 10%超」の達成を目指します。 

 

◆名門ホテルのおもてなしと、ハワイの海と空に包まれた絶景のチャペルで、お二人の最高の一日を演出 

「シェラトン・ワイキキ ザ・マカナチャペル」は、ハワイの美しい海と空に包まれた優しさに満ち

たチャペル。コーラルピンクのラウンドソファがチャペルを囲み、ご新郎ご新婦おふたりの表情をは

じまりからずっと見守ることができる優しさにあふれたウェディングを実現します。アフターセレモ

ニーも、海と空の絶景との一体感が味わえる、海の上のオープンテラスでの演出が可能です。 

ハワイの名門シェラトン・ワイキキ・ホテルの行き届いたおもてなしと、美しい自然が織りなすウ

ェディングにより、ご新郎ご新婦のみならずゲストの方々にも思い出深い感動をお届けいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 T&G の連結子会社である株式会社グッドラック・コーポレーション（本社：東京都品川区 代表取締役社長：

堀田 和宣 以下 GLC）が、海外挙式事業を主要事業とし、海外および国内のリゾート地にて施設運営を展開

するブランドです。 

※2 創業 15 年目からの 3 ヵ年中期経営計画（Plan）の頭文字をとり、「153P」と名付けております。 

 
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 取締役 経営企画部長 岡崎 守隆 

〒140-0002 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：03-6833-1172（経営企画部）FAX：03-6833-1170 MAIL：ir-info@tgn.co.jp URL：http://www.tgn.co.jp/ 

＜ザ・マカナチャペル＞ ＜オープンテラス＞ 



参考資料 

 
◆概要 
 チ ャ ペ ル 名：シェラトン・ワイキキ ザ・マカナチャペル 
 英 語 表 記：Sheraton Waikiki THE MAKANA CHAPEL 
 挙 式 開 始：2013 年 6 月 
 
 
◆シェラトン・ワイキキ・ホテルについて 
 世界に名高いワイキキビーチの目の前に位置する大型リゾートホテル。128 室のスイートを含
む全 1,636 室のうち、3 分の 2 の客室が海に面している。ショッピングや観光、夜のエンターテ
イメントにも便利なワイキキの中心という好ロケーションに位置する。 
 
 ホ  テ  ル  名：シェラトン・ワイキキ・ホテル 
 所 在 地：2255 Kalakaua Avenue, Honolulu, HI 96815-2579 USA 
 
 
◆GLC がリゾートエリアに展開する自社チャペル 
[ハワイ]  
・THE MOANA CHAPEL（モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ内） 

・THE MAKANA CHAPEL（シェラトン・ワイキキ・ホテル内） 

 

[インドネシア・バリ]  
・ARLUIS BLUE POINT BY THE SEA（ブルーポイント・ベイ・ヴィラス＆スパ内） 

 
[沖縄] 
・アールイズ・スイート 

 
[米国領グアム] 
・SHERATON LAGUNA WHITE ARROW（シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾート内） 

・THE SEASIDE SUITE AT HILTON GUAM AQUA STELLA CHAPEL（ヒルトン・グアム リゾート＆スパ内） 

・JEWEL BY THE SEA（ハイアット リージェンシー グアム内） 

 

 

◆GLC が提携する婚礼会場 
[ハワイ]  
・THE KAHALA OCEAN WEDDING（ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 内） 
 

[インドネシア・バリ]  
・CONRAD INFINITY（コンラッド・バリ リゾート＆スパ内） 



‣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
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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。
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T&GT&GT&GT&Gのののの直営店直営店直営店直営店・・・・提携店提携店提携店提携店（（（（2013201320132013年年年年8888月現在月現在月現在月現在））））

【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)

直営店直営店直営店直営店直営店直営店直営店直営店

69店舗101会場
※(株)ブライズワード 6店舗12会場

プロデュースプロデュースプロデュースプロデュース型型型型プロデュースプロデュースプロデュースプロデュース型型型型

15店舗

海外海外海外海外・リゾート・リゾート・リゾート・リゾート海外海外海外海外・リゾート・リゾート・リゾート・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）


	130806ザマカナチャペル_ver06
	OneHeartMAP130805【最終】

