
 
 

 
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 

2014年 3月 20日 
 

  T&G、恋人の聖地 北海道藻岩山の山頂にて初の挙式プロデュース 

新サービス『天空ウェディング』を開始 

5月 31日（土）≪藻岩山の日≫に挙式をプレゼント！ 
 

ハウスウエディングを中心に全国でウェディングプロデュースを手がける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）は北海道札幌市藻岩山
にて初めて山頂での挙式をプロデュースする新サービス『天空ウェディング』を 5月 31日より開始い
たします。 

 
◆新サービス発売を記念して藻岩山の日＜ 5 月 3 1 日＞に「天空ウェディング」をプレゼント 

T&G は、専属のウェディングプランナーがお客様のご要望にお応えして、心に残るオリジナルな結
婚式を提案しご好評をいただいてまいりました。この度ご提供する藻岩山初の山頂挙式は T&Gが運営
するレストラン’THE JEWELS’のプロデュースにより行われます。’THE JEWELS’では 2011年 12月の
オープン以来、大切な人との大切な思い出を創る「アニバーサリーレストラン」をコンセプトに地元
の食材をふんだんに使った料理を提供。札幌市内を一望できる北海道の三大夜景を楽しみながらのウ
ェディングパーティをプロデュースしてまいりました。通常、挙式は藻岩山の中腹部にあるフォレス
トギャラリー※1で行っておりますが、お客様からのご要望もあったことから、恋人の聖地に認定され
ている藻岩山山頂にある「恋人の鐘」の前で、地上 531mからの 360°大パノラマが広がる絶景を背
景に『天空ウェディング』を行います。 
今回は藻岩山山頂での挙式『天空ウェディング』のプロデュース開始を記念して、5月 31日（藻岩

山の日※2）に、山頂で行われる公開挙式『天空ウェディング』を 1組のカップルにプレゼントいたし
ます。 

 
【応募要項】 

応 募 期 間：2014年 3月 20日（木）15:00～2014年 4月 10日（木）24:00 

応 募 資 格：①2014年 5月 31日（土）に藻岩山山頂にて公開挙式が可能な方 

        ②メディアの取材対応をご了承いただける方 

        ③その他、藻岩山での挙式に特別な想いがある方、 

                  結婚式を挙げられていない方、藻岩山でプロポーズをした方、幼少期によく遊んだ方など 

応 募 方 法：THE JEWELSキャンペーンサイトのエントリーページより、必用事項をご記入ください 

 < https://www.tgn.co.jp/hall/sapporo/jwl/campaign/ > 

当選者発表日：2014年 4月 17日（木）※当選者へ直接ご連絡 

 

 

 

 

※1 藻岩山中腹駅に隣接する全面ガラス張りが象徴的な森の中の多目的ホール。最大 100名着席可能。 
※2 藻岩山の標高が 531ｍであることから毎年 5月 31日は藻岩山の日とされている。 

 
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 柴田・佐伯 

〒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：pr@tgn.co.jp URL：http://www.tgn.co.jp/ 

＜藻岩山 山頂（幸せの鐘）＞  

９ 

＞ 

＜レストラン THE JEWELS＞  

https://www.tgn.co.jp/hall/sapporo/jwl/campaign/


 

参考資料 
 

◆公開挙式概要 
開 催 日 時：2014年 5月 31日（土） 
開 催 場 所：藻岩山山頂 展望台（幸せの鐘の前） 
プレゼント内容：挙式にかかる費用全額 

（挙式料、タキシード、ドレス、ヘアメイク、司会者、プランニング、写真アルバム、      
挙式スペース装飾、ブーケ 1点、他） 
※一部オプションを除く 

 
◆THE JEWELSについて 
藻岩山山頂にある T&G運営レストラン。「アニバーサリーレストラン」をコンセプトに煌く夜景を楽
しみながらのウェディングパーティを提供している。世界的にも有名なプラネタリウムデザイナー大
平 貴之氏による光の演出が人気。通常時は地元の食材をふんだんに使った料理を気軽に楽しめるレス
トランとして営業。 
 
【店舗情報】 
住 所：〒005-0832 北海道札幌市南区北ノ沢 1956番地先藻岩山山頂 
電 話：011-513-0531  
営業時間：（夏季）11:00～21:00 （冬季）12:00～21:00   
H P：http://www.tgn.co.jp/hall/sapporo/jwl/ 
 
◆THE JEWELS ブライダルサロン 
電 話：011-796-5307  
営業時間：11:00～20:00（月・火定休） 
 
◆藻岩山（もいわやま）について 
札幌市の中心から南西に位置する標高 531m の山。山頂へはロープウェーで行くことができ、札幌市
民および観光客にとっての名所の一つ。『インカルシペ（いつもそこに上がって見張りをするところ）』
というアイヌ語名を持つその名のとおり、もいわ山頂展望台からは札幌を一望できる 360 度の大パノ
ラマが広がる。 
 
◆北海道三大夜景について 
山頂展望台からは札幌の街並みをはじめ、雄大な石狩平野や石狩湾が広がり、遠くには雄大な山々が
連なる絶景。 
陽が沈むと色とりどりの宝石が輝いているようなロマンチックな夜景スポットに一転、煌びやかな札
幌の夜景は「函館山（はこだてやま）」「天狗山（てんぐやま）」とともに北海道三大夜景に認定さ
れている。 
 
◆恋人の聖地について 
恋人の聖地とは、ＮＰＯ法人地域活性化支援センターが、「少子化対策と地域の活性化への貢献」を
テーマとした『観光地域の広域連携』を目的に実施しているもので、ファッションデザイナー桂由美
さんや華道家の假屋崎省吾さん、女優の菊川玲さん等が選定委員を務めているプロジェクトで、日本
全国に 100 ヶ所を越える「恋人の聖地」が、プロポーズにふさわしいロマンチックなスポットとして
選ばれている。 
藻岩山は「幸せの鐘」や永遠の愛を誓い合う「南京錠」を取り付けられる事など、多くの人に親しま
れていることが評価され、全国の観光地域の中から、2012 年 7 月 1 日に「恋人の聖地」サテライト
に認定された。 

http://www.tgn.co.jp/hall/sapporo/jwl/


‣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3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） 

キャルバリー・バイ・ザ・シー（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） 

ブルーヘブン（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 

9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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