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T&Gウェディングリサーチセンターの海外情報収集拠点として 

ニューヨークに続きロサンゼルスへ情報基地を設立 

～ 世界規模の情報ネットワークの拡大により、海外戦略の加速も狙う ～ 

 

 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、「T&Gウェディングリサーチセンター（以下、T&G WRC）」※1における海外情報収集の拠点と
して、アメリカ合衆国のニューヨーク市（以下、NYC）に引き続き、ロサンゼルス市（以下、LA）に
情報基地を設立いたしました。 

 
◆N Y C に 続 き L A に 情 報 基 地 を 設 立 す る こ と で グ ロ ー バ ル な 情 報 イ ン フ ラ を 拡 大  
 T&G は 2012 年 11 月に、T&G WRC における情報収集の拠点として、日本、上海、に続く拠点と
して NYCに情報基地を設立いたしました。NYC拠点からはファッションやエンターテイメントなどの
世界最先端トレンドとともにウェディング情報をリアルタイムに入手し、T&G のプロデュースサービ
ス「Haute couture Design（オートクチュールデザイン）※2の強化や店舗開発・新商品開発への活
用をスタートしております。 
この度は、同じアメリカ合衆国内でも文化が異なり、世界的にみてもパーティ文化が最も発達して

いるといわれる LA を新たな拠点として追加することで、より「ウェディングトレンド」に特化した、
新しいパーティスタイルやテイスト、アイテムなどの情報を入手いたします。 
今後も世界規模の情報ネットワーク構築を拡大するため、情報収集範囲を欧州エリアへと広げる予

定です。 
 

◆アジアを中心とした婚礼プロデュース事業拡大に向けたグローバル展開の加速にも活用 
T&Gは海外において“One Heart Wedding”というブランド名のもと、アッパーミドル層をターゲ

ットとした婚礼プロデュースを展開しております。T&G WRCの海外拠点から入手する情報は、日本国
内はもとより天愿结婚庆（上海）有限公司をはじめとするアジア婚礼プロデュースや、株式会社グッ
ドラックコーポレーションの運営する海外・リゾートウェディングの各拠点へ展開することで、お客
様のニーズに合った最先端かつ高品質なサービスの提供を可能にしております。これによりグローバ
ルでのブランドの確立とマーケットシェアの拡大を目指します。 
 将来的には、豊富な最先端ウェディング情報と、T&G グループの年間 16,000 組以上の実績やノウ
ハウをもとに世の中へトレンド情報として発信することで、ブライダル業界の発展に寄与してまいり
ます。 
 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

※1 世界各国における最先端ウェディングを研究するとともに、年間約一万組を施行する T&Gグループのウェディング事例

を一元集約し、研究結果を T&Gグループに展開することで「海外戦略の加速」と「差別化戦略の推進」を目的とした調

査・研究組織。（2012年 9月設立） 

※2 T&Gのプロフェッショナルチームによる、場所や概念に捉われない新しいトータルウェディングプロデュースサービス。 

（2012年 3月設立） 
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‣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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