
  

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 

2015年 11月 6日 

 

アールイズ・ウエディング、 

リゾートウェディングサロン旗艦店を 12月 11日、新宿にオープン 
～ 2015年 12月 11日、国内最大級の敷地面積と情報量を誇るサロンが誕生 ～ 

 
全国でウェディングプロデュースを手がける婚礼大手の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：岩瀬 賢治 以下 T&G）は、当グループが展開する海外・国内リゾート

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、リゾートウェディングサロンの旗

艦店「アールイズ・ウエディング新宿サロン」を 2015年 12月 11日（金）にオープンいたします。 

本サロンのオープンにより、国内におけるリゾートウェディングサロンは８店舗となります。 

 
◆国内最大級の敷地面積と情報量を誇るウェディングサロンに、挙式当日をイメージできるサービスをラインナップ 

「アールイズ・ウエディング新宿サロン」では、リゾートウェディングの実施を決めたお客様や検討

中のお客様はもちろん、どのような挙式スタイルを選べばよいか迷っているお客様に、より充実した情

報と、実際の挙式当日をイメージできる環境を提供いたします。 

総面積450平米を超える国内最大級のスペース「リゾートウェディング-ヒントアンドライブラリー」

には、既に挙式を挙げた100組以上のお客様実例を閲覧できる「実例検索カウンター」や、あらゆる現

地情報やウェディング情報を得られる専門書籍・雑誌、映像を用意しています。また、リゾートウェデ

ィング専門のドレスサロン「ウィズ ア ホワイト」を併設し、ドレス着用でのリハーサルメイクが体験

できます。さらに、ウォーキングレッスンなど、より実際の挙式当日をイメージできるサービスを充実

させています。 

リゾートウェディングを検討しているお客様の中でも、「準備の進め方がわからない」「海外のため

現地会場の内覧が難しく不安だ」という理由で、最終的に国内挙式を選ぶ方が多くいらっしゃいます。 

このようなお客様のニーズを汲み取り、理想のリゾートウェディングを叶えるため、当社は本サロン

を通して多くの価値を創造し、常に新しいサービスを提供してまいります。 

＜ エントランス ＞                                  < 内観 > 

※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、「風までも思い出になるウェディング」をコンセプトにハワイ、グアム、バリ島の海外ウェデ

ィングや、沖縄の国内リゾートウェディングを専門に手がけるウェディングプロデュースブランド。 

公式サイト < http://www.arluis.com/ > 

 
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 社長室 広報 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：03-3471-6824  FAX：03-3471-6819 MAIL：pr@tgn.co.jp URL：http://www.tgn.co.jp/ 
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<参考資料> 

 

◆ 概要 

名 称 ：アールイズ・ウエディング新宿サロン 

所 在 地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿4丁目2-23 新四curumuビル 7F 

店 舗 面 積 ：450.03平米 ※事務室やドレスストックを除く 

席 数 ：アールイズサロン席数：18席(VIPROOM含む) 

フィッティングルーム数：12部屋 

オープンスペースの席数：7席(予定) 

ア ク セ ス ：JR山手線 新宿駅南口より徒歩3分 

東京メトロ丸ノ内線/副都心線 新宿三丁目駅 E6 出口直結    

T E L ：03-5363-5530 

営 業 時 間 ：平日 11:00～20:00、土日・祝日 11:00～20:00  

定 休 日 ：水曜日 

公 式 サ イ ト ：＜ http://www.arluis.com/fair/shinjyuku ＞ 

開 業 ：2015年12月11日（金） 

 

◆ 特徴 

リゾートウェディング ヒントアンドライブラリー 

① 国内最大級の情報量を誇る「実例検索カウンター・STYLE BOOK・アルバムの設置」 

・リゾートウェディングの実例について、お客様が「PHOTO」、「DRESS」、「CHAPEL」など 

項目ごとに自由に検索できるシステムの導入 

・先輩カップル100組の情報をもとに編み出した「大満足なリゾートウェディングのつくり方」 

オリジナル STYLE BOOK 

・リゾートウェディングのイメージがしやすいアルバムの設置や映像閲覧コーナー 

 

② リゾートウェディングのことが何でもわかる「ライブラリーコーナー」 

・海外リゾートウェディング専門誌 

・ハワイ・グアム・バリ島などのエリア別ガイド 

・実例ウェディングBOOK（モデル、著名人のリゾートウェディング実例など） 

・ウェディング関連のマナーがわかる専門書 

※ウェディング関連の特別感のある洋書や専門書も用意し、より多方面からリゾートウェディングの知

識を得ることができるスペース 

 

リゾートウェディング専門ドレスサロン「ウィズ ア ホワイト」 

③ 「真っ白なドレスに、真っ白な気持ちを包んで」というコンセプトのもと、リゾートウェディング

で求められるお客様のご希望を最大限に生かした品揃えとサービスをご提供 

 

④ パーフェクトなリゾートウェディングを実施するための「レッスンコーナー」 

・美しい花嫁になるためのウォーキング・綺麗に見せる立ち居振る舞いなどのレッスン 

・ドレス着用のリハーサルメイク 

・人気のブーケやハクレイのコーディネート・試着 

 

 

 

 

 

http://www.arluis.com/fair/shinjyuku


◆ GLCがリゾートエリアに展開する直営チャペル 

[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・リゾート内） 

 

[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＆スパ内） 

・doa:cahaya at BLUE HEAVEN（ブルーヘブン内） 

 

[沖縄] 

・アールイズ・スイート 

・白の教会（ホテル オリオン モトブ リゾート＆スパ内） 

 

[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） 

・CRYSTAL CHAPEL（ホテル・ニッコー・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 内） 

・Calvary By The Sea Lutheran Church 

・The Modern Wedding（ザ モダン ホノルル 内） 

 

[インドネシア・バリ]  

・CONRAD INFINITY（コンラッド・バリ内） 

 

 



‣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 

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11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） 

ザ モダン ウェディング（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) 

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 

71店舗104会場 
※(株)ブライズワード 7店舗14会場 

 

プロデュース型 

16店舗 

 

海外・リゾート 

14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） 
BAYSIDE GEIHINKAN VERANDA minatomirai（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） 


