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T&G、好調な海外・リゾートウェディングのサービスを充実 

自社ドレスサロン「WITH A WHITE」を福岡・仙台にオープン 

～ リゾートウェディングに適したドレスをオリジナルデザインでラインアップ ～ 
 

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：知識賢治 以下

T&G）は、当グループが展開する海外・リゾートウェディングブランド「アールイズ・ウエディ

ング※1」において、自社ドレスサロン「WITH A WHITE（ウィズ・ア・ホワイト）」を、2014

年 1月 4日、福岡と仙台にオープンいたしました。 

 

◆リゾートウェディングのサービス充実により顧客満足度を向上し、更なる事業拡大を目指す 

T&Gは、2020年度を最終年度とする長期ビジョン「2020Target」にて「グループ売上高 1,000

億円、グローバルカンパニーの実現」を掲げ、海外戦略に本格的に取り組んでいます。その中で

も、近年急成長を実現しているリゾートウェディング事業「アールイズ・ウエディング」は、153P

※2を牽引する事業のひとつと位置付けています。 

その一環でありますリゾートウェディング事業が好調なことから、自社ドレスサロン「WITH A 

WHITE」を開設し、サービスの一層の充実と顧客満足度の向上を図り、更なる事業拡大を目指し

ます。 

 

◆ リ ゾ ー ト ウ ェ デ ィ ン グ に 適 し た 人 気 の デ ザ イ ン を 、 オ リ ジ ナ ル で 豊 富 に ラ イ ン ア ッ プ 

「WITH A WHITE」サロンでは、これまでのお客様からの声をもとに、リゾートウェディング

の為に仕立てたオリジナルドレスをはじめ、上質なドレスと充実したラインアップを用意してお

客様の多様なニーズにお応えしてまいります。 

また、会場特性を熟知したスタッフが、会場の雰囲気とお客様のイメージに適したドレスを提

案するため、より満足度の高いドレスをお客様へ提供することが可能となりました。 

今後も、アールイズ・ウエディングではリゾートウェディングを行うお客様に充実したサービ

スを提供してまいります。 

 

 

※1 T&Gの連結子会社であ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、海外挙式事業を主要事業とし、海外および国内のリゾート地にて施設運営を 

展開するブランドです。 

※2 創業 15年目からの 3ヵ年中期経営計画（Plan）の頭文字をとり、「153P」と名付けております。 
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＜WITH A WHITE 福岡サロン＞ ＜WITH A WHITE 仙台サロン＞ 



参考資料 

 
◆概要 
 WITH A WHITE 福岡サロン 
【住所】〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名 2-1-11 アルボーレ大名 5F 
【電話】0120-955-484 
【FAX】092-737-0361 
【営業時間】 平日 11:00～20:00 土日祝 10:00～19:00 
【定休日】 毎週水曜日 
【アクセス】西鉄大牟田線「西鉄福岡」駅より 5分 
 
 
 WITH A WHITE 仙台サロン 
【住所】〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町 3-6-1 仙台パークビル 1F 
【電話】0120-955-960 
【FAX】022-713-7131 
【営業時間】10:00～19:00 
【定休日】 毎週水曜日 
【アクセス】仙台市営南北線「勾当台公園」駅より 3分 
 
◆GLCがリゾートエリアに展開する直営チャペル 
[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） 
 
[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） 
 
[沖縄] 
・アールイズ・スイート 
 
[米国領グアム] 
・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） 
 
 
◆GLCが提携する婚礼会場 
 [ハワイ]  
・THE KAHALA OCEAN WEDDING（ザ カハラ ホテル内） 
・Calvary By The Sea Lutheran Church 
 
[インドネシア・バリ]  
・CONRAD INFINITY（コンラッド・バリ内） 



‣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（2014年2月現在） 

【海外リゾート】 

ザ・マカナチャペル（ハワイ） 

ザ・モアナチャペル（ハワイ） 

シェラトン・ラグーナ・ホワイトアロウ（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） 

ジュエル・バイ・ザ・シー（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） 

【国内リゾート】 

アールイズ・スイート（沖縄） 

【プロデュース型】 

■提携ホテル 

ホテルブエナビスタ(松本) / ノボテル甲子園 (西宮) 

ザ クラウンパレス新阪急高知 (高知) / ホテルボストンプラザ草津 (滋賀) 

宮崎観光ホテル（宮崎）/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） 

■提携レストラン及び会場 

THE JEWELS (札幌) / フェリチタ (表参道) / マノワール・ディノ (表参道) 

クリスタル ヨット クラブ (品川) / Fish Bank TOKYO (汐留)  

TERAKOYA (武蔵野)/ アンティコ・ブッテロ (広尾)/ イル・ブッテロ (広尾) 

トゥーランドット 游仙境 (みなとみらい)/ ミラキュルーズ (東京)  

 

直営店 

69店舗101会場 
※(株)ブライズワード 6店舗12会場 

 

プロデュース型 

17店舗 

 

海外・リゾート 

8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（長野） 
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） 
アーセンティア大使館（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（和歌山） 
アーヴェリール迎賓館（姫路） 
ベイサイド迎賓館（神戸） 
山手迎賓館（三宮） 
北山迎賓館（京都） 
アクアテラス迎賓館（大津） 
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） 
アーヴェリール迎賓館（岡山） 
アーククラブ迎賓館（福山） 
ベイサイド迎賓館（松山） 
アーヴェリール迎賓館（高松） 
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（熊本） 
ベイサイド迎賓館（鹿児島） 
アーフェリーク迎賓館（小倉） 
ベイサイド迎賓館（長崎） 
ガーデンヒルズ迎賓館（大分） 
アルモニーサンク（小倉）※ 

アーセンティア迎賓館（浜松） 
アクアガーデン迎賓館（沼津） 
ベイサイド迎賓館（静岡） 
アーセンティア迎賓館（静岡） 
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） 

アクアガーデン迎賓館（岡崎） 
アルモニーテラッセ（岐阜）※ 
アルモニーヴィラ オージャルダン（常滑）※ 

アーカンジェル代官山 
麻布迎賓館 
アーフェリーク白金 
SHOTO GALLERY 
青山迎賓館 
表参道TERRACE 
白金倶楽部 
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） 
ベイサイド迎賓館（横浜） 
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） 
茅ヶ崎迎賓館(茅ヶ崎) 
山手迎賓館（横浜） 
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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