
 
 

 

 
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 

2017 年 11 月 1 日 
 

ご結婚後、初めて迎えるお正月をより豊かに 

“「初めてのおせち」 母娘の料理教室”を全国 3 都市で開催 

～株式会社紀文食品とコラボ、本格的な「おせち」が学べる機会を提供～ 

 

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 2017 年 12 月 5 日より、全国 3
都市で“「初めてのおせち」 母娘の料理教室”を開催いたします。T&G で結婚式を挙げた花嫁様と
親御様を対象に、株式会社紀文食品とコラボしおせちのいわれなどお正月文化を学び、料理教室
を行うほか、テーブルコーディネートなども体験できるコンテンツをご用意しました。結婚後初
めて迎えるお正月を、彩り豊かなものにするイベントとなります。 

 
◆ イベントでの体験を通して、お客様の結婚後の生活に役立つ学びの機会を提供 
  

紀文食品が行っている全国調査（※）では、娘世代にと
って「おせちを初めて用意した理由」の 1 位に挙がって
いるのが「結婚したから」（29.5％）でした。さらに 2017
年に結婚した、またはその予定がある娘を持つ親世代か
らも、おせちの意義、作り方を「すでに教えた」「教え
たい」という回答が多く、親子ともに「結婚」を機にお
せちへの関心が高まっていることが分かります。 
今回の料理教室では、おせち料理の簡単で美しいお重

詰めや飾り切りの体験ができます。さらにフォトジェニ
ックなテーブルコーディネート方法のレクチャーなど、様々なおもてなしの表現を学べる内容と
なっております。 

 

◆ 東京・大阪・名古屋で開催  蒲鉾 &伊達巻など「おせちセット」のプレゼントも 
 
今回の“「初めてのおせち」 母娘の料理教室”は、12 月 5 日（火）の東京会場（麻布迎賓館）

を皮切りに、12 月 12 日（火）には大阪会場（アーフェリーク迎賓館）、13 日（水）は名古屋
会場（アーカンジェル迎賓館）と 3 回の開催となります。対象は、T&G で結婚式を挙げた国内在
住の女性で、親御様と 2 人 1 組で参加可能な方。大阪、名古屋では紀文のクッキングコミュニケ
ーターが講師を務めるほか、東京では、料理家でフードコーディネーターの SHIORI さんをお迎
えします。さらに、参加された皆様には、紀文のお正月蒲鉾＆伊達巻、お重箱 2 段（蓋付き）、
祝箸などがセットになった「おせちセット」をプレゼントいたします。 

 
T&G は、生活に少しでも役立つ学びの機会を提供する事で、結婚式後も T&G の会場に立ち寄

り身近に感じていただくと同時に、「人の心を、人生を豊かにする」という理念のもと、お客様
の人生をより豊かなものにしていく事を目指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（※）紀文・お正月全国調査 2017（調査機関：マクロミル株式会社／調査地域：全国） 
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◆“「初めてのおせち」 母娘の料理教室”概要 
 

対象者：T&G で結婚式を挙げた国内在住の女性で、親御様と 2 人 1 組での参加が可能な方 

参 加 費：無料（各会場 30 組 60 名様） 

プログラム： 

プログラム概要 

第 1 部 お正月／おせちのいわれの説明 

第 2 部 SHIORI 先生によるおせち料理の講習（東京会場） 

※大阪・名古屋会場は紀文 クッキングコミュニケーターが担当 

第 3 部 おせち料理の実習 簡単で美しいお重詰めや飾り切りの体験 

＜1＞お重詰め（銘々盛り） ＜2＞蒲鉾の飾り切り 

第 4 部 インスタ映えするお正月テーブルコーディネート／撮影方法 

（T&G のフラワーコーディネーター、カメラマンによるレクチャー）※東京会場のみ 

第 5 部 おせち料理の試食（お重詰め、お雑煮、SHIORI 先生レシピ） 

   

東 京 会 場：麻布迎賓館（東京都港区六本木 7-12-29） 

  ・日時：12 月 5 日（火）11:30～14:00（11:00 開場） 

大 阪 会 場：アーフェリーク迎賓館 大阪（大阪府市西区靱本町 1-5-25） 

  ・日時：12 月 12 日（火）11:30～14:00（11:00 開場） 

名古屋会場：アーカンジェル迎賓館 名古屋（愛知県名古屋市東区白壁 4-37） 

  ・日時：12 月 13 日（水）11:30～14:00（11:00 開場） 

◆講師（東京会場）のご紹介 

料理家 SHIORI 

「作ってあげたい彼ごはん」をはじめ著書累計 400 万部を超える。「若い女の子にもっと料理

を楽しんでもらいたい」をモットーにファッション誌連載、書籍の出版、テレビ、広告、イベ

ント、企業コラボなど多岐に渡り活動中。近年は海外料理留学にも力を注ぎ、料理教室 L’atelier 

de SHIORI を主宰する。2017 年に中目黒にファラフェルスタンド「Ballon」をオープン。       

http://www.atelier-shiori.com/ 

 

◆会場のご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆紀文食品 会社概要 

1938 年創業。蒲鉾やさつま揚などの水産練り製品を主体とし、中華惣菜、水物、ヘルシー麺な

どの製造・販売を行う総合加工食品メーカー。水産練り製品業界最大手。2015 年には関西以西

を株式会社紀文西日本として分社化。創業の地である築地場外には直営店「築地紀文店」を構え

ている。 

<麻布迎賓館> <アーフェリーク迎賓館 大阪> <アーカンジェル迎賓館 名古屋> 



‣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11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 

 

 

■直営ホテル 

TRUNK(HOTEL)（神宮前）/ ホテルアルモニーテラッセ（岐阜） 

アルモニーアンブラッセ（大阪）/ホテルアルモニーサンク（小倉） 

■直営レストラン 

BLUE  POINT（白金） / Pie Holic（横浜/六本木 ） 

■直営ドレスショップ 

MIRROR MIRROR（表参道/丸の内/横浜） 

 

【プロデュース】 

■提携ホテル 

ホテルブエナビスタ(松本) /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） 

 

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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