
 

 

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 
2017年 9月 12日 

 

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）” 

六本木ヒルズに期間限定ショップが登場！ 

～2017年9月28日（木）より1年間限定でオープン～ 
 

 
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 以下、T&G）は、アメリカ西海岸で広く親しまれている “パ
イ”を扱う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）」の期間限定ショップ
を、2017年 9月 28日（木）より 1年間、六本木ヒルズにオープンいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆パイブームの火付け役、横浜・みなとみらいの「Pie Holic」が期間限定で新店オープン 
 
「Pie Holic」は、L.A.やサンフランシスコを中心に、アメリカの西海岸エリアで広く親しまれている

“ソウルフード”であるパイを、食材や調理法に捉われず自由な発想で楽しめるカリフォルニアスタイル
のパイ専門店です。2016年 3月に横浜・みなとみならいの「MARINE & WALK YOKOHAMA」に 1号
店を出店して以来、セイボリーパイ（惣菜パイ）からスイーツパイまで常時 20種類以上の豊富なパイ
が、女性層を中心に人気を博し、昨今のパイブームの火付け役となりました。 

2017年 9月 28日（木）より、東京・六本木エリアに、1年間の期間限定店舗としてオープンする
「Pie Holic 六本木」では、テイクアウトを中心に、大切な人への“手土産”や“ホームパーティー”の卓
上を華やかに彩る数々の商品取り揃えています。 

 

◆直径 7 センチの手のひらサイズのパイを、六本木店限定メニューなど約 30 種類提供  
 
「Pie Holic 六本木」では、パイブームの火付け役となった横浜店でのメニューの 4分の 1サイズの

パイや、テイクアウトやギフトボックスを開けた時に思わず写真を撮ってしまうようなフォトジェニッ
クなデザインを数多く揃えました。 
「Pie Holic」は、固定概念に捉われない自由な発想と、今回期間限定にて出店する六本木という土

地柄を組み合わせ、ユニークなパイメニューの数々が皆様をお迎えします。女性だけではなく、お子様
にも楽しんでいただけるような「Pie Holic」のメニューを通して、喜び・楽しみ・感動・ワクワク感
という「プレミアムな日常」を提供いたします。 
 
 T&Gは、国際色豊かな東京の街を代表する六本木エリアに、テイクアウトで気軽に楽しめる「Pie 
Holic六本木」をオープンすることで、旗艦店である横浜店に幅広いお客様層に足を運んでいただき、
より一層の「Pie Holic」の発展を図ってまいります。 
 
 

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 梅溪・水橋・德江 
〒140-0002 東京都品川区東品川 2丁目 3番 12号 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/ 

mailto:pr@tgn.co.jp
http://www.tgn.co.jp/


 

 

 
◆六 本 木 店 概 要  
 
正 式 名 称： Pie Holic 六本木（パイホリック ロッポンギ） 

オープン日： 2017 年 9 月 28 日（木） 

住  所： 〒106-0032  

東京都港区六本木 6丁目 2番 31号 

六本木ヒルズノースタワー1階 

営 業 時 間： 11:00～21:00 

店 舗 面 積： 13坪（約43.13平方メートル） 

U R L： http://www.tgn.co.jp/hall/yokohama/ph/66 

 

 
◆六 本 木 店 一 部 メ ニ ュ ー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆横 浜 店 概 要 
 
正 式 名 称： Pie Holic（パイホリック） 

オ ー プ ン： 2016 年 3 月 

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

営 業 時 間： 11:00～23：00 ※L.O.21:30、テイクアウトは 60 分前 

座 席 数： 109 席（レストラン 79 席、テラス 30 席） 

店 舗 面 積： レストラン65 坪（約214.8 平方メートル）、テラス20 坪（66.1 平方メートル） 

U R L： http://www.tgn.co.jp/hall/yokohama/ph/ 

Avocado Spinach   

453円（税込） 

オリジナルホワイトソースにア

ヴォカド、ホウレンソウ、パルメ

ザンチーズをトッピングした、サ

ラダ感覚でも楽しめるセイボリ

ーパイ。 

 

Happy Anniversary  

648円（税込） 

日常の小さなお祝いに。 

オリジナルダマンドにホワイト

チョコでコーティング。食べて

も美味しいく、手のひらサイズ

の小さなサプライズで、日常に

プレミアムを。そんな想いを込

めて。 

Dutch Apple   

432円（税込） 

オリジナルアップルシーズニ

ングで味付けされたリンゴに

クランブルの食感が楽しい、

PIE HOLIC定番アップルパイ！ 

 

 

Quattro Formaggi   

561円（税込） 

ブルーチーズ・モッツァレラチー

ズ・ゴーダチーズ・チェダーチー

ズの4種のチーズ。 

蜂蜜スポイトで味の変化も楽し

め、お酒とも相性抜群の定番セイ

ボリーパイ。 

 



‣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9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/丸の内/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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