株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
2017 年 10 月 2 日

T&G が初のアスリート採用
世界で活躍する競泳選手「五十嵐 千尋」選手の採用を内定
～2018 年 4 月 1 日「アスリートアンバサダー」として入社～
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、2018 年 4 月 1 日付で、競泳・自由形
の国際大会などで活躍が期待される五十嵐 千尋（いがらし ちひろ）選手を採用いたします。採用に先
駆け、2017 年 10 月 2 日に五十嵐選手を含む 2018 年度の内定式を執り行いました。
このたび採用が内定した五十嵐選手は、T&G の「アスリートアンバサダー」として、競泳競技の練
習に集中し、日本を代表する選手として世界に挑み続けます。T&G は、五十嵐選手が競技に集中でき
る環境を整え、その競技活動を通じて、「人の心を、人生を豊かにする」という企業理念に貢献される
ことを期待し採用に至りました。
また、全社員が一丸となり心を一つにして五十嵐選手を応援することで、組織の一体感を高め、社員
の士気を向上させ、あらゆる事業の成長につなげてまいります。

◆選手プロフィール
競泳・自由形 五十嵐千尋選手
高校 3 年生の 2013 年、日本選手権の 400m 自由形に優勝して以来、2017 年 4 月には、日本選手権
で 5 連覇を達成。日本代表選手として、リオデジャネイロオリンピックにも出場し、日本女子自由形
のリーダーとして個人種目とリレーで、国際舞台で活躍しています。
生年月日：1995 年 5 月 24 日
出
身：神奈川県
大
学：日本体育大学（現在 4 年に在学中）
競技種目：水泳・競泳。主に自由形の 200ｍ、400ｍ、
400m フリーリレー、800ｍフリーリレー、
混合 400ｍリレーなど
主な実績：2013-2017 年 400ｍ自由形 日本選手権 5 連覇
2013、2015、2017 年世界選手権出場
2017 年世界選手権では、混合 400m リレーで
3 分 24 秒 78 の日本記録で 4 位入賞。
800m フリーリレーは 7 分 50 秒 43 の日本記録で 5 位入賞。
2016 年リオデジャネイロオリンピック
（800ｍフリーリレー8 位入賞ほか）

◆五十嵐選手のコメント
ウェディング業界のリーディングカンパニーであるテイクアンドギ
ヴ・ニーズへ入社を決めさせていただきました。万全の競技環境を整
えていただき、全力で練習に集中できますことを心より感謝していま
す。また、皆さんにとって元気を届けられるような存在となり、自分
のできることで貢献していきたいと思います。多くの方に応援いただ
く嬉しさを力に自己ベスト、日本記録更新を目指し、進化を重ねて行
きたいです。
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T&Gの直営店・提携店（2017年10月現在）
直営店

プロデュース

海外・リゾート

10店舗

19店舗

68店舗101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）
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）
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）※

■直営ホテル
TRUNK(HOTEL)（神宮前）/ ホテルアルモニーテラッセ（岐阜）
アルモニーアンブラッセ（大阪）/ホテルアルモニーサンク（小倉）
■直営レストラン
BLUE POINT（白金） / Pie Holic（横浜/六本木 ）
■直営ドレスショップ
MIRROR MIRROR（表参道/丸の内/横浜）

【プロデュース】
■提携ホテル
ホテルブエナビスタ(松本) /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）/

‣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）※

‣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】
＜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

TERAKOYA （武蔵野）

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。

