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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、KDDI株式会社（本社：東京都千代田
区 代表取締役社長：田中 孝司 以下、KDDI）が多業種のパートナー企業と「au HOME」を共同で
企画・開発するコラボレーション型ホーム IoTサービス「with HOME」に賛同し、パートナー企業と
して IoTサービスの普及に取り組みます。 
 
 

◆KDDI は、コラボレーション型 IoT サービス「with HOME」を 2018 年 1 月下旬以降に提供開始予定 
 
KDDIは「あんしん」「べんり」「たのしい」をコンセプトにしたホーム IoTサービス「au HOME」

を多業種のパートナー企業と共同で企画、開発するコラボレーション型 IoTサービス「with HOME」
を 2018年 1月下旬以降に提供開始予定です。「with HOME」の第 1弾として、外出先からでも自宅
の鍵・窓の開閉状況や、家族・ペットの状況が確認できる「あんしん」、家電の操作ができる「べんり」、
音声アシスタントを搭載したスマートスピーカーと連携した「たのしい」サービスをプラットフォーム
として、パートナー企業へ提供する予定であることを発表いたしました。 

 

 

◆ 異 業 種 と の 協 業 の 積 極 的 な 推 進 に よ り 新 し い 価 値 を 創 出 
 
スマートフォンの世帯保有率が 71.8％*に達し、今後更なる普及が期待される IoT市場において、

KDDIは多業種のパートナー企業とコラボレーションしたホーム IoTサービスを企画・開発することに
より、国内におけるホーム IoTの普及を目指しています。 
住宅業界を中心とする約 24社の企業が賛同する今回の新サービス「with HOME」について、T&Gは
婚礼業界の中で唯一のパートナー企業となりました。 
 

T&Gでは、今期経営方針として他社との協業の積極化を掲げており、髙島屋との提携による外商の
お客様を対象に完全オーダーメイドでパーティー・イベントを運営企画するサービスや、総合ペット企
業 PECOとの新プラン提供など、異業種との提携を積極的に行ってまいりました。今後も他社とのコラ
ボレーションを推進していく事で、新たな価値提供を目指してまいります。 
 
 
「with HOME」公式サイト：http://www.kddi.com/iot/with-home/ 
     

 
 

（※1）出展：総務省「2017年版 情報通信白書」P.4 情報通信端末の世帯保有率の推移 
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/summary/summary01.pdf 
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‣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12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 / スイスホテル 

 

■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） 

Dressmore（大阪/京都/神戸/姫路） 

【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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