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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、 第 53 回 ACC CM
フェスティバルにて、年の差割キャンペーンテレビ CM が銅賞
にあたる「ACC ブロンズ」を受賞致しました。 

  
ACC CM フェスティバルとは、社団法人 全日本シーエム放

送連盟（通称 ACC）が、国内のテレビ、ラジオで流れた CM
を対象に、その年の優秀作品を選考する国内最大の広告賞のこ
とです。今年のテレビ CM 部門では 1,520 点の作品が寄せら
れ、当社が受賞した ACC ブロンズは、総務大臣賞／ACC グラ
ンプリ、ACC ゴールド、ACC シルバーに次ぐ賞で、全エント
リー作品の中でベスト 42 に入選したこととなります。 

 
本キャンペーンは、近年「年の差婚」が増加していること、その状況にも関わらず年の差カップルの方々
が周囲の目を気にされ挙式を控えるケースが多いという部分に注目。本キャンペーンを通じて年の差カップ
ルの方々の背中を押し、結婚式を挙げていただくことで、より多くの方に幸せになって頂きたいと考え、日
本全国 T&G のゲストハウスで挙式するカップルを対象に期間限定で実施いたしました。 

 
この TVCM では「愛があれば年の差なんて」というメッセージのもと、様々な年齢層における実際の「年

の差カップル」に出演を頂き、年の差カップルならではの愛を表現いたしました。 
 
 

■放送期間： 2012 年 12 月 29 日（土）～2013 年 1 月 11 日（金） 

■放送地域： 愛知、北海道、宮城、新潟、長野、富山、石川、徳島、愛媛、広島、石川、岡山、香川、熊本、大分、

長崎、鹿児島 

■テーマ： 愛があれば年の差なんて 

■演出：  吉田大八（2012 年夏公開映画「桐島、部活やめるってよ」監督） 
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◆演出：吉田大八 

 
早稲田大学第一文学部卒業。1987 年に CM 制作会社のテ

ィー・ワイ・オーに入社。以降、CM ディレクターとして数々
のテレビ CM を手掛け、様々な広告賞を受賞している。 
 
テレビ CM 以外には、ミュージック・ビデオやテレビドラ

マ、ショートムービーなども演出しており、2007 年には、
初の長編劇場用映画『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』を
監督し、同年の第 60 回カンヌ国際映画祭の批評家週間部門
に招待され話題となる。 
 

2013 年、『桐島、部活やめるってよ』で第 36 回日本アカ
デミー賞最優秀監督賞、最優秀作品賞を始め各賞を受賞。鑑
賞者による口コミの広がりにより 6 ヶ月以上に及ぶ異例の
ロングラン上映となった。 

 
 
 
 
 
 
◆ACC CM FESTIVALとは 
 

一般社団法人  全日本シーエム放送連盟（All Japan 
Radio & Television Commercial Confederation 通称 
ACC）は、CM 関係事業者の共通認識の醸成と表現の質的向
上を図りながら、視聴者の視点に立った CM のあるべき姿を
追求し、社会的・文化的貢献を目指して活動している、非営
利の社団法人です。 

 
ACC 創設以来 CM の質的向上を目指し、毎年 CM コンク

ールを開始してきました。その歴史も５０年を過ぎ、その成
果は社会的にも歴史的にも高い評価を得ています。今後も
ACC は質の高い CM を評価し、「良い CM とは何か」「CM は
いかにあるべきか」を常に問いかけ、時代の変化に対応する
事業活動の一環としての ACC CM FESTIVAL を実施してい
きます。 
～ACC ホームページより引用～ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【本件に関するお問い合わせ】 
 

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ マーケティング戦略部長 田部正樹 

〒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：03-6833-1138 FAX：03-6833-1161 MAIL：pr@tgn.co.jp  

URL：http://www.tgn.co.jp/ 

 

 

参考 

http://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。「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（2013年10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） 

 

【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） 

■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 

15店舗 

 

海外・リゾート 

7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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