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株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 

T&G グループ リゾートウェディングの拠点拡大 

グッドラック・コーポレーションが「コンラッド・モルディブ・ランガリ・アイランド」で

ウェディング事業を開始 

 

全国でウェディングプロデュースを手がける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、グループ会社で、海外・国内（沖縄）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」を展開す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：堀田和宣 以下、グッドラック）が、世界有数のリゾート地モルディブの５つ星ホテル「コンラッド・モ

ルディブ・ランガリ・アイランド」とウェディング事業における契約を締結したことをお知らせいたします。 

なお、当該リゾートでのウェディングの販売は、2020 年 1 月を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インド洋に浮かぶ約 1,200 もの島々から成るモルディブは、世界中のセレブリティがバカンスに訪れる人気の

リゾートエリアです。美しい海と島に造られたリゾートは「1 島 1 リゾート」スタイルで、リゾートホテルは 130

軒以上存在し、そのロマンティックなロケーションからハネムーナーやカップルにとても人気があります。 

グッドラックが婚礼事業を行うのは、モルディブでも最高のラグジュアリーリゾートに選ばれた５つ星ホテル

「コンラッド・モルディブ・ランガリ・アイランド」で、世界初の水中レジデンス「THE MURAKA（ザ・ムラカ）」

において、完全なプライベート空間と最上級のサービスによる、これまでにない新しいウェディングを提供いたし

ます。また、同時に、有機野菜を使用したコンテンポラリーなヨーロッパ＆アジア料理が人気の水上レストラン

「Mandhoo（マンドゥー）」での水上コテージウェディングや、インド洋を眺望できるインフィニティプールウェ

ディング、ラグーンビーチウェディングの展開も開始いたします。 

 

グッドラックは、今回のモルディブへの新規参入を皮切りに、日本、中国、香港、韓国、台湾など東アジア地域

での婚礼商品販売を拡大し、年内に約 1,000 組の海外ゲストの挙式を取り扱うことを目標としています。今後も海

外拠点や海外顧客の増加に加え、国内の相談カウンターも拡充をしていくことで、リゾートウェディングにおける

トータルサービスを展開・拡大し、当社グループは長期経営方針「EVOL2027」の実現に取り組んでまいります。  



■コンラッド・モルディブ・ランガリ・アイランド概要 

「コンラッド・モルディブ・ランガリ・アイランド」は、美しいデザインと機能そしてテクノロジーが調和した最

先端のホスピタリティが特徴の、モルディブで最高のラグジュアリーリゾートです。流行を追わない普遍的なデザ

インが自然環境と完璧なまでに融合した空間を創り出し、訪れるお客様の五感を刺激します。お客様の気持ちを汲

み取った細部に至るまで心配りの行き届いた心温まるサービスで、訪れるお客様に生涯忘れることのできない体

験と感動を提供いたします。 

・サロン名称：コンラッド・モルディブ・ランガリ・アイランド 

・所 在 地：RANGALI ISLAND, 20077, MALDIVES 

・U R L：https://www.conradmaldives.com/ja/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ THE MURAKA（ザ・ムラカ） 

最高に贅沢でエクスクルーシブな

滞在型ウェディング 

コンラッド・モルディブ・ランガリ

・アイランドの中でも最も人気の

あるヴィラのひとつとなっており

世界初の特別な構造で、2 フロア構

造、ベッドルーム 3 室付きの豪華

なレジデンス。他のホテルでは決

して味わえない最高のリゾート体

験をお楽しみいただけます。 

他では叶わない幻想的な空間で、

おふたりのためだけにこだわり抜

いたオリジナルウェディングが実

現します。 

 

※一部アジア地域（日本、台湾、香港 

中国、韓国）への独占販売 

■ Mandhoo（マンドゥー） 

美しい海に囲まれた極上の  

コテージウェディング 

「見渡す限り海」という贅沢なロ

ケーション。エメラルドグリーン

の海を 360 度のパノラマビューで

叶う、極上の水上コテージウェ 

ディングが実現します。 

 

収容人数：16 名 

 

※一部アジア地域（日本、台湾、香港中

国、韓国）への独占販売 

■ラグジュアリーホテルで叶う 

究極のウェディング 

ビーチウェディング／プールウェディング 

海が目の前に広がる、白く柔らかな

砂浜での裸足の  ビーチウェディ

ングでは、ヤシの葉や、風にくるく

ると踊るバナーが飾られたバージ

ンロードも気分を盛り上げてくれ

ます。その他、インフィニティプー

ルでもロマンティックな水上ウェ

ディングが叶います。 

https://www.conradmaldives.com/ja/


【株式会社グッドラック・コーポレーション概要】（http://www.arluis.com/） 

設立  ：2003 年 10 月 

所在地 ：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 10F 

代表者 ：堀田和宣 

事業内容：海外・国内リゾートウエディングの企画・運営 

『世界中を幸せに』を企業理念に、海外・国内リゾートにおける結婚式の企画・運営事業を展開。 

「風までも、思い出になるウエディング」をコンセプトに、年間約 8000 組のハワイ・グアム・バリ島の海外挙式・

沖縄リゾート挙式を手掛けるウエディングブランド「アールイズ・ウエディング」、オリジナルドレスブランド 

「ウィズ ア ホワイト」、映像・写真に特化した「グローバルピクチャーズ」の３つの事業に加え、2018 年 5 月よ

り旅行事業をスタートし、リゾート地への出発から到着、現地でのウエディング＆パーティ、その後のハネムーン

までのトータルサービスをお客様へご提供しています。 

 非日常的なリゾート空間でしか叶えられない最高の結婚式を迎えるために、お客様に寄り添いながら、全てがか

けがえのない大切な思い出となるようサポートしていくと共に、ひとつひとつの大切な結婚式を通して「世界中を

幸せに」を、今後も実現してまいります。 

 

◆ 直営の婚礼会場 ◆ 

＜ハワイ＞ 

ザ・モアナチャペル（モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ内） 

ザ・マカナチャペル（シェラトン・ワイキキ内） 

コオリナ ロイヤル チャペル（フォーシーズンズ リゾート オアフ アット コオリナ内） 

＜沖縄＞ 

アールイズ・スイート ～海の教会～ 

白の教会（ホテル オリオン モトブ リゾート＆スパ内） 

ザ・ギノザリゾート 美らの教会 

瀬良垣島教会（ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄内） 

奏の教会（シギラリゾート内） 

葵の教会（シギラリゾート内） 

＜グアム＞ 

シェラトン・ラグーナ ホワイトアロウチャペル（シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾート内） 

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（ヒルトン・グアム・リゾート＆スパ内） 

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（ハイアット リージェンシー グアム内）  

クリスタルチャペル（ホテル・ニッコー・グアム内） 

ザ レインボーチャペル (パシフィック・アイランド・クラブ グアム内) 

＜インドネシア・バリ＞ 

ドア・カハヤ アット ブルーヘブン（ブルーヘブン パダンパダンビーチ内） 

 

◆ 提携の婚礼会場 ◆ 

＜ハワイ＞ キャルバリー・バイ・ザ・シー教会 

＜インドネシア・バリ＞ コンラッド インフィニティ（コンラッド・バリ内） 

 

◆ 直営リゾートウエディング相談カウンター ◆ 

 新宿本店、銀座店、横浜店、名古屋栄店、名駅店、梅田店、福岡天神店、仙台店、札幌店、広島店、 WEB 相談カウン

ター店 

 

 【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/ 

http://www.arluis.com/
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（2019年7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6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） / 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）/

TENOHA DAIKANYAMA（代官山）/  TERAKOYA （武蔵野）

直営店

66店舗101会場

業務提携

6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）
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）


