
 

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 
2014年 1月 15日 

T&Gの直営店舗「アーセンティア大使館大阪」が 

大阪府より「大阪版食の安全安心認証制度」の認証を取得 

～地域社会で信頼される店舗として、日頃の安心安全への取り組みが評価～ 

 

 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 ）が運
営いたします、直営店舗の「アーセンティア大使館大阪」（大阪府大阪市中央区）が、2013 年
12 月 20 日、大阪府より「大阪版食の安全安心認証制度」の認定を受けました。今回の認定は、
2013年 2月 3日の大阪市より表彰を受けた食品衛生管理優秀表彰に続き、T&Gの衛生への取り
組み、信頼性を高く評価されたことになります。 

 

◆ 日 頃 の 食 品 衛 生 ・ 食 の 安 全 安 心 へ の 積 極 的 な 取 り 組 み が 高 い 評 価 を 得 る 

この度、T&G 直営店舗の「アーセンティア大使館大阪」では、日頃の徹底した衛生管理やコンプラ
イアンス・危機管理への積極的な取り組みが高く評価され、大阪府の「大阪版 食の安全安心認証制度」
の認証を取得いたしました。 

この制度は、大阪府が定める「飲食店や食品製造施設の事業者が日々行っている、基本的な衛生管
理やコンプライアンス（法令順守及び社会倫理に適合した行動）・危機管理の積極的な取り組みを評
価し、一定の水準以上にあると認められる施設」を認証するもので、現在認定対象である約 17万施設
のうち、2013 年 12 月時点で 157 店舗が認証取得しており、大阪府の公式ホームページで公表され
ております。 

 

◆今後も衛生管理に対する取り組みを徹底し、お客様に安心・安全な環境をご提供 

近年、食生活を取り巻く環境は大きく変化し、食品の衛生や安全性に対する関心が高まっておりま
す。このような食品衛生に対する消費者意識の高まりにより、施設の衛生状態はもちろん、企業モラ
ルの遵守や危機管理の徹底がこれまで以上に求められております。 

当社の執り行う披露宴において、料理のご提供は非常に重要なサービスのひとつであります。その
ため、当社では全国の直営施設のみならず、取引先までを含め、食品衛生に対する徹底した管理を行
っております。また、第三者機関となる衛生専門のコンサルティング会社へ業務委託をし、全店舗の
外部衛生監査を実施しております。 

今回の認証取得につきましては、当社のそうした日頃の取り組みが、自治体より高く評価されたも
のだと考えております。なお、当社の施設が自治体より、食品衛生管理優秀施設として認定・表彰さ
れたのは、今回が 16例目（10店舗）となります。 

今後も、衛生管理に対する取り組みを積極的に行い、お客様の安心、安全を確保し、人生最高の一
日をご提供できるよう認証の継続に努めてまいります。 

        

認証マークの愛称は「大阪育ちのこころちゃん」 

※出典：大阪府 HP (http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/ninsyou/) 

 

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 広報部長 柴田 恵 

〒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：03-6833-1253  FAX：03-6833-1170 MAIL：ir-info@tgn.co.jp URL：http://www.tgn.co.jp/ 
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ご参考資料 

●今回の認定店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●これまでの認定・表彰店舗 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベイサイド迎賓館横浜／ベイサイドガーデンクラブ横浜 
実績：2009年 1月、2011年 1月、2012年 1月、2013年 1月  
神奈川県横浜市より表彰 
所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい 5-1-5 
アクセス：みなとみらい新高島駅より徒歩 1分 
URL：http://bg.tgn.co.jp/main.html 

 

ガーデンヒルズ迎賓館大分ヴィクトリアハウス／ホワイトハウス 

過去実績：2010年 8月 大分県大分市より認定 

所在地：大分県大分市下郡 1607-1 

アクセス：JR日豊本線牧駅より徒歩５分、JR大分駅より車で 10分 

URL：http://www.tgn.co.jp/hall/ghoo/index.html  

アクアガーデン迎賓館岡崎 

過去実績：2010年 12月 愛知県岡崎市より認定 

所在地：愛知県岡崎市康生通南 2-56-1 

アクセス：名鉄名古屋本線東岡崎駅北口より 

徒歩５分 

URL：http://www.tgn.co.jp/hall/agok/index.html 

アーカンジェル迎賓館仙台 

過去実績：2011年 1月 宮城県仙台市より表彰 

所在地：宮城県仙台市青葉区一番町 1-6-1 

アクセス：JR 仙台駅より徒歩 8 分、仙台市営地下
鉄仙台駅より徒歩 5分 

URL：http://www.tgn.co.jp/hall/aks/ 

 

アーセンティア迎賓館大阪 

過去実績：2012年 2月、2013年 2月 大阪府大阪市より表彰 

 所在地：大阪府大阪市西区江戸堀 1-5-13 

アクセス：四つ橋線肥後橋駅 8番出口すぐ 

URL：http://www.tgn.co.jp/hall/ato/ 

ベイサイド迎賓館横浜／ベイサイドガーデンクラブ横浜 

過去実績：2009年 1月、2011年 1月、2012年 1月、2013年 1月  

神奈川県横浜市より表彰 

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい 5-1-5 

アクセス：みなとみらい新高島駅より徒歩 1分 

URL：http://bg.tgn.co.jp/main.html 

 

アーセンティア大使館大阪 

過去実績：2013年 2月 大阪府大阪市より表彰  

 所在地：大阪府大阪市中央区南船場 1-18-8 

アクセス：地下鉄御堂筋線心斎橋駅 1番出口より徒歩 7分 

長堀鶴見緑地線長堀橋駅 1番出口よりすぐ（長堀通り沿い） 

URL：http://www.tgn.co.jp/hall/osaka/atto/ 
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※実績：における表彰とは、各自治体より年間の活動に関して表彰されたもの 

               認定とは、各自治体の定める基準をクリアした施設に与えられるもの 

ベイサイド迎賓館鹿児島ヴィクトリアハウス 

過去実績：2012年 5月 鹿児島県鹿児島市より表彰 

 所在地：鹿児島県鹿児島市与次郎 2-4-10 

アクセス：JR鹿児島本線鹿児島中央駅より車で 10分 

 URL：http://www.tgn.co.jp/hall/kagoshima/bgka/ 

 

アーヴェリール迎賓館姫路 

過去実績：2012年 5月 兵庫県姫路市より表彰 

 所在地：兵庫県姫路市北条 1-48-7 

アクセス：JR姫路駅南口、山陽電鉄山陽姫路駅より徒歩 5分 

URL：http://www.tgn.co.jp/hall/hyogo/avh/ 

ヒルサイドクラブ迎賓館札幌  

過去実績：2012年 9月 北海道札幌市食品衛生協会より認定  

所在地：北海道札幌市中央区伏見 4-1-13  

アクセス：JR札幌駅より車で約 18分  

URL：http://www.tgn.co.jp/hall/sapporo/hcs/ 

 

 

ベイサイド迎賓館和歌山ヴィクトリアハウス／ホワイトハウス 

過去実績：2012年 10月 和歌山県和歌山市より表彰 

 所在地：和歌山県和歌山市毛見 1508-2 

アクセス：JR和歌山駅より車で約 15分、 

JR海南駅より車で約 10分 

 URL：http://www.tgn.co.jp/hall/wakayama/bgw/ 
 

  

 
 

 

アクアガーデンテラス 大阪 

過去実績：2013年 2月 大阪市より表彰 

所在地：〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋 2-4-20 

アクセス：地下鉄谷町線 谷町 4丁目駅より徒歩 7分 

http://www.tgn.co.jp/hall/osaka/ago/ 

 

http://www.tgn.co.jp/hall/kagoshima/bgka/
http://www.tgn.co.jp/hall/hyogo/avh/
http://www.tgn.co.jp/hall/sapporo/hcs/
http://www.tgn.co.jp/hall/wakayama/bgw/
http://www.tgn.co.jp/hall/osaka/ago/


‣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。 

T&Gの直営店・提携店（2014年1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） 

【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）/横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ（横浜） 

ホテルグリーンタワー幕張（幕張） 

■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 

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 

17店舗 

 

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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