
 

 

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 
2015年 5月 14日 

 

T&G、ASEANブライダル市場へ本格進出 

ジャカルタに現地法人設立 
～ 2015年 4月より 5つ星ホテル「フェアモント ジャカルタ」において婚礼事業開始 ～ 

 

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）はこの度、グローバル市場への事業展開を加速することを目的に、インドネシアの首都ジ

ャカルタに現地法人を設立し、5つ星ホテル「フェアモント ジャカルタ」において婚礼事業を開

始いたしました。これにより、近年注目を集める成長市場 ASEANへの進出を本格化いたします。 

 

◆ 成 長 著 し い A S E A N 市 場 へ の 本 格 参 入 

ASEAN（東南アジア諸国連合）の加盟国は現在 10 か国で、域内の人口は約 6 億人と EU の 5

億人を大きく上回ります。その中でも、インドネシアの人口は約 2 億 5000 万人を擁し、その経

済動向は諸外国から大きな注目を集めています。 

また、国連の統計によるとインドネシアの婚礼組数は 2011年において約 230万組で、世界で

も指折りの巨大市場であることに加え、2040 年ごろまで人口ボーナス期※1が継続し、中長期的

に結婚適齢期のカップルが増加するとみられています。 

近年は富裕層および中間上位層が急激に増加し、若年層においては消費ニーズが多様化する兆

しが見えています。このような傾向は婚礼市場においても例外ではなく、特にジャカルタ都市部

においては、「装飾や演出にこだわる結婚式」へのニーズが高まってきています。 

こうした中、T&G グループは国内外で定評のある高品質なサービスを武器に、さらなるグロー

バル化を推進するため、2014年 12月に現地法人「PT TAKE AND GIVE. NEEDS INDONESIA」（イ

ンドネシア・ジャカルタ）を設立いたしました。 

日本のハウスウェディング業界のパイオニア企業として蓄積したノウハウと、中国・香港・米

国などのグローバル市場での知見を強みにジャカルタで新たな市場の掘り起こしに取り組んでま

いります。 

 

◆世界の市場での知見に裏付けられた高品質なサー ビスを 5 つ星ホテルにおいて提供 

 ジャカルタにおける事業展開としてまず、今年 4月より、5つ星ホテル「フェアモント ジャカ

ルタ」においてプロデュース事業を開始いたしました。このほど、ホテルオーナーの鹿島建設株

式会社のインドネシア関連会社「スナヤン・トリカリア・スンパナ」と業務提携契約において合

意に達し、同ホテルより独占的に婚礼業務を受託し、ハイエンド層をターゲットとした婚礼サー

ビスを提供してまいります。 

 T&Gグループでは、平成 26年度に海外事業をグループ売上高の 10％を占める事業とすること

を目標として掲げておりましたが、一年前倒しで達成いたしました。今回のインドネシア拠点設

立を、さらなる海外進出の契機として位置付けてまいります。 

 

 
※1 人口ボーナス期 子供と高齢者の数に比べて生産年齢人口（15 歳以上から 65 歳未満）の割合が高い時期のことをいう。

豊富な労働力を伴い、大きな経済成長が期待される。 

 

 

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・榊 

〒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 
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♦ インドネシア・ジャカルタ現地法人概要 

商 号：PT TAKE AND GIVE. NEEDS INDONESIA 

所 在 地：World Trade Centre 2, 18th floor Jl. Jend. Sudirman kav. 29-31,  

Jakarta 12920 

代 表：堀田和宣（株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 取締役  
兼 株式会社グッドラック・コーポレーション代表取締役社長） 

設 立：2014年 12月 

資 本 金：70万 USドル 

出 資：T&G WEDDING ASIA PACIFIC Co., Limited 99% 

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 1% 

 

♦ Fairmont Jakarta（フェアモント ジャカルタ）概要 

商 号：Fairmont Jakarta 

和 文 名：フェアモント ジャカルタ 

所 在 地：Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Bung, Karno, Jakarta Pusat, Indonesia 

連 絡 先：+(62) 21 2970 3333 

オ ー プ ン：2015年 1月 21日 

 

 

 

< フェアモント ジャカルタ外観 > < バンケットルーム内観パース> 



‣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（2015年5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） 

ザ・カハラ オーシャンウェディング（ハワイ） 

キャルバリー・バイ・ザ・シー教会（ハワイ） 

セントラルユニオン教会（ハワイ） 

カワイアハオ教会（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） 

クリスタルチャペル（グアム） 

アールイズ・ブルーポイント・バイ・ザ・シー（バリ） 

ドア・カハヤ アット ブルーヘブン（バリ） 

コンラッド インフィニティ（バリ） 

 

【国内リゾート】 

アールイズ・スイート（沖縄） / 白の教会（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) / 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)/REIMS YANAGIDATE (表参道) 

ミラキュルーズ (東京)  

【ドレスショップ】 

MIRROR MIRROR（表参道） 

 

直営店 

70店舗103会場 
※(株)ブライズワード 7店舗14会場 

 

プロデュース型 

17店舗 

 

海外・リゾート 

15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） 
InStyle wedding KYOTO（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 
TRUNK BY 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 

アルモニーソルーナ表参道 ※ 

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） 
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） 


