
 

 
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 

2017 年 7 月 21 日 

 

T&G、ウェディングドレスショップ 3 号店「MIRROR MIRROR 丸の内」 

業界初、東京・丸の内に 9 月 22 日ドレスショップをオープン 

～7 月 21 日より予約受付開始～ 
 
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 2017 年 9 月 22 日（金）、表参道
店、横浜店に続くウェディングドレスショップ 3 号店「MIRROR MIRROR 丸の内（ミラーミラー
まるのうち）」を、業界初となる東京・丸の内にオープンいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

◆和装からインポートドレスまで、国内外の洗練されたウェディングドレスをラインナップ 
 丸の内にオープンする MIRROR MIRROR は、古き良き日本のスタイルと世界のトレンドを融
合させた、モダンでありながらも温かみのある TOKYO らしいウェディングドレスショップです。
MIRROR MIRROR では初となる和装の取り扱いもスタートし、ショップ内には“KIMONO ROOM”
を設け、白無垢、色打掛、小物などを取り揃え、MIRROR MIRROR らしい和の装いを提案します。
また、ラグジュアリーホテル等が集中する丸の内エリアの立地に合わせて、多くのハリウッドセ
レブに愛される「Ines Di Santo」や「MARCHESA」のほか、日本では MIRROR MIRROR のみが
取り扱っている人気ブランド「Austin Scarlett」など、インポートブランドの中でも特にクラシ
カルでエレガントなデザインを厳選し数多くのドレスを取り揃えています。 
オリジナルのドレスコレクション「MM BY YUKO NOGAMI」は、“プレイフル”をコンセプトに、

遊び心を効かせながら洗練されたデザインと、日本人が着こなしやすいサイズ感やシルエットに
こだわり、ウェディングドレスに加えカラードレスも豊富に展開しています。 
 

◆前撮りからドレスコーディネート、ボディメイクまでトータルでお客様をサポート 
 「MIRROR MIRROR 丸の内」では、表参道店、横浜店でも人気の「前撮りサービス」を提供し
ます。同サービスは「結婚式を挙げるまでのスペシャルな時間」として、新郎新婦がウェディン
グの準備をしながら 2 人で過ごす自然な姿を美しく写真に残すものであり、選び抜かれたカメラ
マン、ヘアメイクのプロフェッショナルチームがスタンバイしています。 
さらに、憧れのドレスをより美しく、自信を持って着こなすために、ドレスに合わせた身体づ

くりをサポートするサービス「MIRROR MIRROR METHOD」をご用意しています。ドレスフィッ
ティング時から、トレーナーによるボディチェックやアドバイスを、タレントで実業家のヒロミ
氏が手がけるトレーニングスタジオ「Body Conscious 51,5 HIROMI BODY ART」とコラボレー
ションし、パーソナルトレーニングサービスを実施します。挙式 1 か月前には、二の腕のシェイ
ピングやデコルテ、背中を美しくトリートメントで仕上げ、“鏡に映る自分を愛せるように“をよ
り多くのお客様が実現できるトータルサービスの提供を目指します。 

 
T&G は、3 号店となる「MIRROR MIRROR 丸の内」のオープンにより、ドレス内製化を推進し、

また、2019 年 1 月にリオープンする東京會舘との提携をはじめとして同エリアの婚礼施設との
ドレス取扱いの提携強化を図ってまいります。 

 
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 ドレス事業部 PR 佐伯 有理 
〒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：03-3471-6792 FAX：03-3471-6839 MAIL：pr@tgn.co.jp URL：http://www.tgn.co.jp/ 

 

<レセプション> <ショップ外観> 

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


◆「MIRROR MIRROR 丸の内」概要 

シ ョ ッ プ 名：MIRROR MIRROR 丸の内（ミラーミラーまるのうち） 

住 所：〒100-0005 

東京都千代田区丸の内 2-1-1 明治安田生命ビル 2 階 

- 東京駅丸の内南口から徒歩 5 分 

- 有楽町駅国際フォーラム口から徒歩 5 分 

- 二重橋前駅 3番出口直結 

営 業 時 間：平日 11:00〜19:00、土日・祝日 10:00〜19:00 

定 休 日：火曜日 

公 式 サ イ ト：http://www.mirrormirror.jp/ 

オ ー プ ン 日：2017 年 9 月 22 日（金） 

予 約 開 始 日：2017 年 7 月 21 日（金）※公式サイト「来店予約フォーム」にて承ります 

 

◆「MIRROR MIRROR 丸の内」内観イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<ウェディングドレスフロア> <ラウンジ> 

◆MIRROR MIRROR プロデューサー野上ゆう子プロフィール 

2004年入社。500名以上在籍するウェディングプランナーの中から、これまで

10名にしか与えられていない“ファーストウェディングプランナー”という称号

を受けたT&Gを代表するウェディングプランナー。 

8年のウェディングプランナー経験を活かし、俳優:石田純一様・プロゴルファ

ー:東尾理子様、女優:田丸麻紀様、ロックバンドKISSのボーカル&ベース:ジー

ン・シモンズ様など、国内外の数多くの著名人ウェディングも担当。また、女

性誌やテレビ取材、学生への講演など、多方面で活躍中。2014年10月、T&G

初となるドレスショップ「MIRROR MIRROR」のクリエイティブ総合プロデュ

ーサーに就任。インポートブランドのバイイングやオリジナルブランドのデザ

インなど一手に担当。公式ブログ：< http://nblog.mirrormirror.jp/> 

 

<メンズルーム> < KIMONO ROOM/ヘアメイクルーム＞ 

http://www.mirrormirror.jp/
http://nblog.mirrormirror.jp/


◆「MIRROR MIRROR 丸の内」取り扱うドレスブランド 

 

・Temperley LONDON（ロンドン） 

・DAVID FIELDEN（ロンドン） 

・Ines Di Santo（ニューヨーク） 

・ANTONIO RIVA（ミラノ） 

・Austin Scarlett*（ニューヨーク） 

・ISABELLE ARMSTRONG（ニューヨーク） 

・MARCHESA（ ニューヨーク）  

・PETER LANGNER（ミラノ）  

・Giuseppe Papini（ミラノ） 

* 国内ではMIRROR MIRRORのみの取り扱いブランド（一部エリア限定） 

 

<Temperley LONDON> 

<Austin Scarlett> 

<MM BY YUKO NOGAMI> 

・YOLAN CRIS（バルセロナ）  

・ELISE HAMEAU*（パリ） 

・HALF PENNY（ロンドン） 

・THEIA*（ニューヨーク） 

・RS COUTURE（ローマ）  

・EMMA HUNT*（ロンドン） 

・KELLY FAETANINI（ニューヨーク） 

・ENZOANI（ニューヨーク） 

・MM BY YUKO NOGAMI（日本）、 他 

<Ines Di Santo> <MARCHESA> 

< ANTONIO RIVA > 



‣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（2017年7月現在） 

【リゾートウェディング】 

＜沖縄＞アールイズ・スイート～海の教会～ / 白の教会 / 

ギノザリゾート 美らの教会 

＜ハワイ＞シェラトン・ワイキキ・ザ・マカナチャペル / 

ザ・モアナチャペル / ザ モダン ウェディング/ キャルバリー・バイ・

ザ・シー教会 / コオリナ ロイヤル チャペル 

＜グアム＞シェラトン・ラグーナ・ホワイトアロウチャペル / クリスタル

チャペル / 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 / 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 / ザ レインボーチャペル 

＜バリ＞アールイズ・ブルーポイント・バイ・ザ・シー / 

ドア・カハヤ アット ブルーヘブン / コンラッド インフィニティ 

 

【海外ローカルウェディング】  

＜台湾＞シャトー・ドゥ・フェリシテ 

＜ジャカルタ＞フェアモント ジャカルタ / ロイヤル チューリップ  

グナングリス リゾート アンド ゴルフ 

 

 

【プロデュース】 

■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） 

 
 

■提携レストラン及び会場 

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

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）/TENOHA DAIKANYAMA（代官山）/ 

TERAKOYA （武蔵野） 

 

【ドレスショップ】 

MIRROR MIRROR（表参道/丸の内/横浜） 

 

直営店 

68店舗101会場 
※(株)ブライズワード 10店舗21会場 

 

プロデュース 

10店舗 

 

海外・リゾート 

19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） 
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） 
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