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T&Gグループ会社

グッドラックコーポレーションが

台湾にゲストハウス型の直営店舗 総合ウェディング施設を初開業
2016年11月「シャトー・ドゥ・フェリシテ」グランドオープン
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）のグループ会社で海外・国内リゾートウェディングにおけ
る企画・運営を手がける株式会社グッドラック・コーポレーション（本社：東京都品川区 代表取締役社
長：堀田 和宣 以下GLC）が、初出店となる台湾に総合ウェディング施設を開業致します。2016年11月に
グランドオープンする「シャトー・ドゥ・フェリシテ」は、大型チャペルと3つの披露宴会場を併設した
当社・グループ会社が運営する最大規模のゲストハウス型直営店舗となります。

◆現地でキャッチした、刻々と変化するウェディングスタイルのニーズを施設に反映
従来、台湾のウェディングは挙式を行わない披露宴を中心としたスタイルであり、安価で気軽に披露宴
を行える式場、もしくは数百人規模の人数を招待できる高価なホテルウェディングが主流でした。
しかし近年、スマートフォンの普及によりインスタグラムなどのSNSで海外からのウェディングの情報が
手軽に入手できるようになり、欧米で主流のチャペル挙式やガーデンウェディングを希望するカップルが
増加しています。当社では、2013年から台湾にリゾートウェディングサロンをオープンしており、お客様
のニーズの変化を直接つかんできました。こうした現地顧客のニーズを反映したウェディング施設をオー
プンすることで、台湾のカップルへ新しいウェディングスタイルを提供してまいります。
◆「ヨーロッパ式のウェディングスタイル」をコンセプトに、日本ならではのサービスを提供
台北市中心の高級エリアに誕生する「シャトー・ドゥ・フェリシテ」は「ヨーロピアンスタイルのウェ
ディング」をコンセプトに、大型チャペル、ガーデンウェディングスペースを備えたウェディング施設と
なります。また、結婚の写真にこだわる台湾カップルのニーズに応えるため、フォトジェニックなスポッ
トも多数用意しています。同施設では、GLCが創業以来世界のブランドホテルと共同し、リゾートウェディ
ングを展開する中で培ってきたグローバルスタンダードのホスピタリティを提供してまいります。

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 社長室 広報 柴田・佐伯・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/

<参考資料>
◆施設概要
名
所

称：シャトー・ドゥ・フェリシテ
在

地：台北市松山區敦化北路232號

敷 地 面 積：2829平米
チャペル：着席70名
ガーデン：着席60名
パーティー会場：バンケット①：408名/34卓
バンケット②：372名/31卓
バンケット③：216名/18卓
他

施

設：ウエディングサロン、ブライズルーム

■特徴
1.大聖堂をイメージした大型チャペル
都会にいながら、緑を望める大聖堂をイメージした大型チャペルです。チャペルの前には大階段があり、
日本のウェディングで慣例となっているフラワーシャワーや前撮りなども可能です。
2.人前式が可能なガーデンウェディング
緑豊かで光あふれるヨーロピア
ンガーデンの会場では、人前式
はもちろんウェディングパーテ
ィも実施可能なスペースとなり
ます。ここでは、台湾のカップ
ルの従来のウェディングイメー
ジを一新するような披露宴を行
うことができます。

3.最大408名まで収容可能なパーティ会場
パーティ会場は敷地内に3つあ
り、そのうちの1つは最大408名
まで収容可能です。7mの天高に
華麗なシャンデリアが煌く美し
い会場には、ステージも設置。
台湾の披露宴で慣習のある、ス
テージでのスピーチや、生演奏
などのエンターテイメント等を
行う事が出来ます。

【株式会社グッドラック・コーポレーション】
事業内容：海外・国内リゾートウェディングの企画・運営
代表者：代表取締役

堀田 和宣

所在地：〒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10F

設立：2003年10月
URL：http://www.arluis.com/
「世界中を幸せに」を企業理念に、「アールイズ・ウエディング」というブランドで海外・国内リゾート
における結婚式の企画・運営事業を展開。2012年から映像・写真に特化した「グローバルピクチャーズ」
を、2014年からリゾートウェディングに特化したドレスブランドの「ウィズ ア ホワイト」も展開。高品
質なサービス・商品の開発力を強みとし、非日常的なリゾート空間でしか叶えられない最高のウェディン
グを、お客様へご提供しています。
◆ 直営する婚礼会場 ◆
[ハワイ]
・THE MOANA CHAPEL（モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ内）
・THE MAKANA CHAPEL（シェラトン・ワイキキ・リゾート内）
・The Modern Wedding（ザモダンホノルル内）
[沖縄]
・アールイズ・スイート～海の教会～
・白の教会（ホテル オリオン モトブ リゾート＆スパ内）
・ギノザリゾート 美らの教会
[グアム]
・SHERATON LAGUNA WHITE ARROW（シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾート内）
・THE SEASIDE SUITE AT HILTON GUAM AQUA STELLA CHAPEL（ヒルトン・グアム リゾート＆スパ内）
・JEWEL BY THE SEA（ハイアット リージェンシー グアム内）
・CRYSTAL CHAPEL（ホテル・ニッコー・グアム内）
[インドネシア・バリ]
・ARLUIS BLUE POINT BY THE SEA（ブルーポイント・ベイ・ヴィラ＆スパ内）
・doa:cahaya at BLUE HEAVEN（ブルーヘブン内）
[台湾]
・Chateau de Felicite
◆ 提携する婚礼会場 ◆
[ハワイ]
・THE KAHALA OCEAN WEDDING（ザ・カハラ・ホテル 内）
・Calvary By The Sea Lutheran Church （キャルバリー・バイ・ザ・シー教会）
[インドネシア・バリ]
・CONRAD INFINITY（コンラッド・バリ内）
【一般のお客様のお問い合せ先 】0120-982-711

URL：http://www.arluis.com/

国内のウェディングサロンは、青山・横浜・大阪・名古屋・仙台・福岡に展開。詳しくはHPをご覧ください。

T&Gの直営店・提携店（2016年6月現在）
直営店

プロデュース型

海外・リゾート

15店舗

17店舗

69店舗103会場
※(株)ブライズワード 10店舗21会場

‣信越・北陸エリア
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）※

‣近畿エリア
アーセンティア迎賓館（大阪）
アーフェリーク迎賓館（大阪）
ベイサイドパーク迎賓館（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）※

‣中国・四国エリア
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）

‣九州エリア
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）
ガーデンヒルズ迎賓館（大分）
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）※
【プロデュース型】
■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）
ホテルグリーンタワー幕張（幕張）/シェラトンホテル広島（広島）
■提携レストラン及び会場
THE JEWELS（札幌） / フェリチタ （表参道） /
REIMS YANAGIDATE (表参道)/ マノワール・ディノ （表参道）/
Fish Bank TOKYO （汐留）/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）/
TERAKOYA （武蔵野）/トゥーランドット 游仙境 (みなとみらい)

【ドレスショップ】
MIRROR MIRROR（表参道）

‣北海道・東北エリア
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）

‣関東エリア
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）
アーセンティア迎賓館（柏）
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）※

‣東京
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※

‣東海エリア
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）※
【リゾートウェディング】
アールイズ・スイート～海の教会～（沖縄）/ 白の教会（沖縄）
ギノザリゾート 美らの教会（沖縄）
シェラトン・ワイキキ・ザ・マカナチャペル（ハワイ）
ザ・モアナチャペル（ハワイ）/ ザ モダン ウェディング（ハワイ）
ザ・カハラ オーシャンウェディング（ハワイ）
キャルバリー・バイ・ザ・シー教会（ハワイ）
シェラトン・ラグーナ・ホワイトアロウチャペル（グアム）
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（グアム）/ クリスタルチャペル（グアム）
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（グアム）
アールイズ・ブルーポイント・バイ・ザ・シー（バリ）
ドア・カハヤ アット ブルーヘブン（バリ）
コンラッド インフィニティ（バリ）
【海外ローカルウェディング】
シャトー・ドゥ・フェリシテ（台湾）
フェアモント ジャカルタ（ジャカルタ）

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。

