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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）は、カリフォルニアスタイルのパイ専門店「Pie Holic（パイホ

リック）」にて、作って、撮って楽しめるバレンタイン限定スイーツを 2020 年 1 月 27 日（月）より期間

限定で販売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

限定メニューは、デコレーションが楽しめる「バレンタインスモアパイ」と、写真撮影が可能なフレー

ム型のパイがのった「pie de photo♡バレンタインホットチョコ」の２種類です。 

「バレンタインスモアパイ」は、スモアをサンドしたハート型のパイに 8 種類のトッピングを使って

自由にデコレーション。イチゴ、ハート型チョコレート、ココアクッキー、カラーフレークなどの豊富な

トッピングで、世界に一つだけのデザインのパイを作って楽しめます。大切な人と一緒に作るオリジナル

パイは、きっと美味しさもひとしおのはず。 

「pie de photo♡バレンタインホットチョコ」は、ホットチョコドリンクに添えた可愛いフレーム型の

パイで写真撮影が楽しめる商品です。横浜の海やレンガの建物をバックに、チョコレートなどでデコレー

ションされた“美味しい”フレームで、インスタジェニックな写真が完成。お揃いのフレームで写真を撮り

合った後は、熱々のチョコドリンクに、サクサクのパイフレームをひたしてどうぞ。 

 

バレンタイン限定スイーツは、2 月 14 日（金）までの販売です。“作って＆撮って楽しむ”パイホリッ

クのバレンタインで、一緒に過ごす時間もギフトに、大切なパートナーと、大好きな友人や仲間と、特別

な思い出作りはいかがでしょうか。 

一緒に過ごす時間もギフトに！ 

“作って＆撮って楽しむ”バレンタイン限定スイーツ「Pie Holic」から登場 

～1 月 27 日（月）から 2 月 14 日（金）まで期間限定で販売～ 



■販売概要 

店頭販売期間：2020 年 1 月 27 日（月）～2020 年 2 月 14 日（金）  

販売方法  ：バレンタインスモアパイ イートインのみ  

pie de photo♡バレンタインホットチョコ テイクアウトのみ 

 

■商品概要 

バレンタインスモアパイ 1,000 円（税別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pie de photo♡バレンタインホットチョコ 600 円（税別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生クリームたっぷりのホットチョコドリンクに、フォトフレーム形のパイをトッピングした商品です。

パイにはチョコレートとラズベリーフレークでデコレーション。このフレーム型パイで、インスタ映

え間違いなしの特別な写真が撮影できます。撮影後は、サクサクのパイフレームをそのままでも、チ

ョコドリンクに浸しても、美味しく食べていただけます。 

ハート型のパイにピンクチョコレートとスモアをサンドし、ストロベリークリームをのせたスイーツ

パイと、トッピングが入ったボックスを提供し、お客様ご自身で自由にデコレーションをしていただ

きます。トッピングはイチゴ、ブルーベリー、ハート型のチョコレート、ココアビスケット、ラズベ

リーフレーク、カラーフレーク、カカオニブ、アラザンの全８種類。トッピングの種類が豊富なので、

デザインは無限。自分たちだけのオリジナルなパイが作れます。 



■店舗情報 

名称   ：Pie Holic （パイホリック） 

所在地  ：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港 1 丁目 3 番 1 号 

定休日  ：なし（商業施設の定休日に準ずる） 

営業時間 ：ランチ（LUNCH）11：00～16：15（最終入店 15：45） 

ディナー（DINNER）17：00～21：00（最終入店） 

電話番号 ：045-227-6777 

HP    ：https://www.tgn.co.jp/hall/yokohama/ph/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 広報 

〒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/ 

https://www.tgn.co.jp/hall/yokohama/ph/
mailto:pr@tgn.co.jp
https://www.tgn.co.jp/


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。企業理念は「人の心を、人生を豊かにする」。婚礼市場において「一顧客一担当制」「一軒家貸し切り」が魅力のハウスウエ
ディングのパイオニアであり、婚礼で培ったホスピタリティを礎に、ホテル事業、海外・リゾートウエディング事業を展開。

T&Gの直営店・提携店（2020年1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

＜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 / 

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 /

ダイヤモンドヘッドチャペル（2020年5月オープン予定）

＜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

＜プーケット（タイ）＞

ザ ショア アット カタタニリゾート /   アナンタラ プーケット ヴィラ

ザ ナカ アイランド - ア ラグジュアリー コレクション リゾート アンド スパ プー

ケット

【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） / TRUNK(HOUSE)（神楽坂）

アルモニーテラッセ（岐阜）/アルモニーアンブラッセ（大阪）

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）/ GENTLE（表参道）

■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）/

TERAKOYA （武蔵野）

直営店

65店舗98会場

業務提携

5店舗

海外・リゾート

25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 （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）

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）

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）


