
  
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 

2016年 8月 1日 

 

T&G、昨秋オープンした婚礼施設「InStyle wedding KYOTO」が 

期間限定でビアラウンジを営業 

～9月 2日まで毎週金曜日、フリードリンク付き全 6品のコース料理を特別価格にて提供～ 

 

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、昨年9月にオープンした京都・烏丸のウェ

ディング会場「InStyle wedding KYOTO（インスタイル ウェディング キョウト）」において、9月

2日までの毎週金曜日、ビアラウンジをオープンしております。 

 

◆ 毎 週 金 曜 日 （ 8 日 間 限 定 ）、 夏 野 菜 を 使 用 し た コ ー ス 料 理 を 特 別 価 格 に て 提 供 

「InStyle wedding KYOTO」は、トレンドを発信する街ニューヨーク・ブルックリンをイメージし

たデザインが特徴的なウェディング会場です。昨年実施したクリスマスディナーが、他にはない洗練さ

れたオシャレな空間とウェディングで培ったホスピタリティにより好評で、今年は新たに9月2日までの

毎週金曜日（8日間限定）に「Beer Lounge Summer Party Plan」を提供することになりました。 

「Beer Lounge Summer Party Plan」では、ワンランク上の夏の夜を過ごしていただくために、シェ

フ自慢のお料理全6品をご用意いたしました。前菜に夏野菜を使用した2種類のサラダ、メインにはオー

ブンでじっくりと焼き上げることで肉本来の旨味を引き立てた「スモークチキンローストと季節の野菜

のオーブン焼き」、デザートは女性に人気のメイプルシロップとベリーのソースを使用したパンケーキ

などのメニューを提供します。また、フリードリンクでは、生ビールをはじめ、女性も楽しめるワイン、

ウィスキー、ノンアルコールなどをご用意しております。 

このたび、ビアラウンジのオープンを記念して通常4,500円のコースを3,500円(税別)の特別価格で提

供します。また、T&Gで挙式をされたお客様には、特別価格よりさらに10%OFFの3,150円(税別)でお楽

しみいただけます。 

この夏は「InStyle wedding KYOTO」が創り上げる広々とした落ち着いたオシャレな空間で、お仕

事帰りや女子会などにぴったりの大人なビアラウンジをお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 梅渓・佐伯・徳江 
〒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/ 

Beer Lounge Summer Party Plan（フリードリンク付き） 

（御一人様 3,500円/T&G挙式利用者 3,150円 ※税別） 

 

サーモンのチーズマリネサラダ 

シーザーサラダ 

ブロシェット 2種 

（トマトとズッキーニとカマンベール/小エビとパプリカ） 

フィッシュ＆アボカドオープンサンド 

スモークチキンローストと季節の野菜のオーブン焼き 

大きなパンケーキと濃厚バニラアイス メイプルシロップ

とベリーのソース 

 

フリードリンク（120分） 

生ビール/白ワイン/赤ワイン/ウィスキー/焼酎/ 

オレンジジュース/ジンジャーエール/烏龍茶 

mailto:pr@tgn.co.jp
http://www.tgn.co.jp/


<参考資料> 

 

◆ 「Beer Lounge Summer Party Plan」 概要 

店 名 ：InStyle wedding KYOTO（インスタイル ウェディング キョウト） 

所 在 地 ：〒600-8412 

京都府京都市下京区烏丸通綾小路下ル二帖半敷町647番地 

ア ク セ ス ：地下鉄烏丸線四条駅4番出口すぐ、阪急京都線烏丸駅23番出口徒歩1分 

席 数 ：58席 

期 間 ：2016年7月15日（金）～9月2日（金）の毎週金曜日 

時 間 ：17：00～21：30（L.O. 21：00）※フリードリンク120分 

         ※当日でも予約可能 

T E L ：075-354-0081 

公 式 サ イ ト ：＜ http://www.tgn.co.jp/hall/kyoto/isk/ ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tgn.co.jp/hall/kyoto/isk/


‣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（2016年8月現在）

【リゾートウェディング】

アールイズ・スイート～海の教会～（沖縄）/ 白の教会（沖縄）

ギノザリゾート 美らの教会（沖縄）

シェラトン・ワイキキ・ザ・マカナチャペル（ハワイ）

ザ・モアナチャペル（ハワイ）/ ザ モダン ウェディング（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）

シェラトン・ラグーナ・ホワイトアロウチャペル（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）/ クリスタルチャペル（グアム）

ジュエル・バイ・ザ・シー・アット・ハイアット

リージェンシー・グアム（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）

【海外ローカルウェディング】

シャトー・ドゥ・フェリシテ（台湾）

フェアモント ジャカルタ（ジャカルタ）

【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）/ 

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）/シェラトンホテル広島（広島）

■提携レストラン及び会場

THE JEWELS（札幌） / フェリチタ （表参道） /

REIMS YANAGIDATE (表参道)/ マノワール・ディノ （表参道）/ 

Fish Bank TOKYO （汐留）/ミラキュルーズ （有楽町）/

アンティコ・ブッテロ （広尾）/ イル・ブッテロ （広尾）/

TERAKOYA （武蔵野）/トゥーランドット 游仙境 (みなとみらい)

【ドレスショップ】

MIRROR MIRROR（表参道）

直営店

69店舗103会場
※(株)ブライズワード 10店舗21会場

プロデュース型

15店舗

海外・リゾート

17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（松本）
アルモニービアン（松本）※

アーセンティア迎賓館（大阪）
アーフェリーク迎賓館（大阪）
アクアガーデンテラス（大阪）
ベイサイド迎賓館（神戸）
山手迎賓館（三宮）
アーヴェリール迎賓館（姫路）
北山迎賓館（京都）
InStyle wedding KYOTO（京都）
アクアテラス迎賓館（大津）
ベイサイド迎賓館（和歌山）
アルモニーアンブラッセイットハウス（大阪）※
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）
アーククラブ迎賓館（福山）
アーヴェリール迎賓館（岡山）
アーヴェリール迎賓館（高松）
ベイサイド迎賓館（松山）
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（小倉）
ガーデンヒルズ迎賓館（大分）
ベイサイド迎賓館（長崎）
アーフェリーク迎賓館（熊本）
ベイサイド迎賓館（鹿児島）
アルモニーサンク（小倉）※

ベイサイド迎賓館（静岡）
アーセンティア迎賓館（静岡）
アクアガーデン迎賓館（沼津）
アーセンティア迎賓館（浜松）
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）
アクアガーデン迎賓館（岡崎）
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）
アルモニーヴィラ オージャルダン（常滑）※
アルモニーテラッセ（岐阜）※

アーカンジェル代官山
麻布迎賓館
青山迎賓館
アーフェリーク白金
白金倶楽部
表参道TERRACE
TRUNK BY SHOTO GALLERY
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）
アーセンティア迎賓館（柏）
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）
山手迎賓館（横浜）
BAYSIDE GEIHINKAN VERANDA minatomirai（横浜）
茅ヶ崎迎賓館(茅ヶ崎)
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）


