
 
 

 

 
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 

2017年 6月 28日 
 

TRUNK BY SHOTO GALLERYのデザイナーによるウェディングブック 

「おしゃれ DIYウェディングの作り方」を 6月 30日発売開始 

～7月 23日には DIYを体験できるフェスを開催～ 

 
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）の直営店舗 TRUNK BY SHOTO 
GALLERY のデザイナーたちによる最新のウェディングのアイディアや DIY メソッドをまとめた
ウェディングブック「おしゃれ DIYウェディングの作り方」（定価：本体 1,500 円＋税）を 6月
30日（金）に世界文化社より発売いたします。 

 

◆初めて D I Y にチャレンジする方でも簡単にできるアイディア＆テクニックを紹介 
本書は、最新のウェディングスタイルを発信する結婚式場「TRUNK 

BY SHOTO GALLERY」の人気デザイナーたちによる、誰でも簡単に
できる DIY アイディア＆テクニックを紹介する一冊です。少しの時
間と、身近の道具で簡単にできるアイディアを数多く紹介しており、
結婚式をきっかけに初めて DIY にチャレンジするという方にもおす
すめの内容となっています。 

TRUNK BY SHOTO GALLERYは「結婚式をもっと自由に！もっと
おしゃれに！」をコンセプトに、ウェディングデザイナーが手作り
でコンテンツを形にし、1日1組限定で結婚式を手掛ける式場です。
リアルなウェディングを紹介している公式のインスタグラムは、フ
ォロワー数が 10万※1を超え、デザイナー達による空間デコレーシ
ョンやアイテムは、多くの方に支持されています。世界でたった一
つのウェディングを実現してきたデザイナー達による DIY ノウハウ
を、この本では 76アイテム紹介しています。 
 
 
◆ 結 婚 式 の コ ン セ プ ト 作 り や 空 間 コ ー デ ィ ネ ー ト の お 役 立 ち 情 報 も 満 載 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

アイテムの作り方や必要な基本道具だけではなく、演出や装飾のテイストの基となるコンセプ
トのヒント、素敵な見せ方や会場との統一感の出し方など、パーティ全体のコーディネート方法
も公開しています。DIYアイテムは、ゲストを楽しませるエスコートアイテムや、ウェルカムボー
ド、空間のムードを変える装飾品など、種類ごとに写真と解説付きで分かりやすく説明していま
す。 
 また、発売を記念して 7月 23日(日)に TRUNK BY SHOTO GALLERYのデザイナーたちと一緒
に DIYを体験できるフェスを開催いたします。  
 

※1 公式の会場アカウントと各デザイナーアカウントを含むフォロワー数 

 
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 梅溪・水橋・德江 
〒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/ 
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◆書籍情報 

名 称：おしゃれ DIYウェディングの作り方 

定 価：本体 1,500円＋税 

発 売 日：2017年 6月 30日（金） 

発 行：株式会社世界文化社 

ペ ー ジ 数：96ぺージ 

購 入 方 法：全国の書店、TRUNK BY SHOTO GALLERY  

Amazon（https://goo.gl/sp87pT）他 

目 次：DIYアイディア 1「ゲストに気持ちを伝えるもの」 

DIYアイディア 2「思い出を残しておけるもの」 

DIYアイディア 3「ペーパーセットで自分らしく」 など 

 

◆イベント情報 「旅フェス ～自分だけの旅支度～ 」 

開 催 日 時：2017 年 7 月 23 日(日）11:00~19:00 

場 所：TRUNK BY SHOTO GALLERY 

内 容：ハネムーントラベラーのトークショー、ワークショップ 

       DIY体験ブース、T&G Films 

特 典：「おしゃれ DIYウェディングの作り方」を当日ご購入 

いただいた方に、人気アイテムの DIYを無料にてご体験いただけます。 

参 加 方 法：予約不要・参加無料（一部コンテンツは有料） 

 

◆TRUNK BY SHOTO GALLERY概要 

住 所：東京都渋谷区松涛 1-5-4 

ア ク セ ス：半蔵門線・銀座線・JR・東急東横線田園都市線 

渋谷駅より徒歩 5分 

公式サイト： https://trunk-shoto.com/ 

Ins tagram：(@trunkbyshotogallery) https://www.instagram.com/trunkbyshotogallery/ 

お問い合わせ：03-5784-1060 

       ウエディング 平日 12:00~20:00 土日祝日 10:00~20:00 （月曜・火曜定休） 

       スタジオ/イベント 平日 10:00~19:00 （土日祝日除く） 

 

◆デザイナー紹介 

瀧川 菜保子（Nahoko Takigawa） 

プランニングデザイナー 

ご新郎ご新婦のヒアリングを行い、それをもとにコンセプト設計や企画提案

を行う。挙式披露宴までの打合せから、当日のプロデュースまで担当。 

 

原田 真理（Mari Harada） 

ウェディングデコレーションデザイナー/フローリスト 

空間のデコレーションデザインのディレクションを担当。一組一組のコンセ

プトに合わせ、フラワーデコレーションの制作や、ご新郎ご新婦の DIYのサ

ポートも行う。 

https://goo.gl/sp87pT
https://trunk-shoto.com/
https://www.instagram.com/trunkbyshotogallery/


‣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6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）/ MIRROR MIRROR（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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