
 
 

 

 
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 

2018 年 10 月 26 日 
 

感動の挙式を VR で“疑似体験” 

T&G、KDDI と共同で「鳥肌挙式 VR」を提供開始 

～会場見学のご新郎ご新婦に向け“鳥肌が立つレベル”で映像制作～ 

 

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、2018 年 11 月 3 日（土）よりア
ーカンジェル代官山（所在地：東京都目黒区青葉台 1-4-6）にて、会場見学にお越しいただいた
ご新郎ご新婦に向け、VR で挙式が体験できる「鳥肌挙式 VR」をご提供いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆自分の挙式を体験しているような、 “鳥肌が立つレベル ”の V R コンテンツを可能に 
  

VR の挙式映像や披露宴映像は今までにも存在しましたが、会場内のご案内やゲスト目線での
映像が主であり、没入感や体験感のないコンテンツがほとんどでした。そこで今回は KDDI 株式
会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：髙橋 誠）の VR 制作技術と、T&G の感動を生
み出すウェディング演出のディレクション力を組み合わせ、会場見学に訪れたご新郎ご新婦が
“まるで結婚式当日に自分が挙式を体感しているような”VRコンテンツを制作いたしました。
「新郎役」もしくは「新婦役」を選ぶことができ、それぞれの目線で挙式入場から退場まで、ゲ
ストによるフラワーシャワーを浴び、祝福の拍手が鳴り響く中、バージンロードをゆっくりと進
むなど、非常にリアルな映像体感ができます。 
 

◆｢鳥肌挙式 VR｣ご提供会場 

 

会 場：アーカンジェル代官山 

所 在 地：東京都目黒区青葉台 1-4-6 

営 業 時 間：12:00～20:00（平日）、9:00～20:00（土日祝日） 

※月曜火曜定休 

T E L / F A X：03-5728-1677 / 03-5728-1679 

交 通：東急東横線代官山駅より徒歩 5 分   

公式サイト：https://www.tgn.co.jp/hall/ak/ 

 

体験は、ご予約制になります。スケジュール等の詳細は会場にお問い合わせください。 

 
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 広報 梅溪・水橋 
〒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：https://www.tgn.co.jp/ 

<VR 挙式 撮影風景> <VR 挙式 体験イメージ> 
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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（2018年10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 / 瀬良垣島教会 /

奏の教会 / 葵の教会 ※2019年1月オーブン

＜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）

■直営ドレスショップ

MIRROR MIRROR（表参道/丸の内/横浜）

Dressmore（神宮前/京都/大阪/梅田/神戸/姫路）

【業務提携】

■提携レストラン及び会場

東京會舘（丸の内）/ REIMS YANAGIDATE （表参道）/

マノワール・ディノ （表参道）/ イル・ブッテロ （広尾）/

TENOHA DAIKANYAMA（代官山）/ TERAKOYA （武蔵野）

■提携ホテル

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ(横浜)

直営店

68店舗103会場

業務提携

7店舗

海外・リゾート

23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 （大阪）
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）
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
TRUNK(HOTEL)（神宮前）

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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