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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）は、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、2019 年 12 月 5 日（木）～11 日（水）までの 7 日間渋谷ヒカリエに出

店いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋谷ヒカリエに初出店のパイホリックは、横浜エリアで人気のパイ専門店です。今回の期間限定ショッ

プには、店舗で人気のパイが 8 種類、スープが 3 種類、サイドメニューが 10 種類登場。みんなで楽しめ

るコンボセットやお一人で楽しめるランチセットなど、５つの BOX セットで提供します。 

 

コンボセットは、セイボリーパイ 2 種類とサイドメニュー1 種類を選べる「スタンダードコンボ」と、

セイボリーパイ 3 種類とサイドメニュー2 種類を選べる「デラックスコンボ」の２つです。選べるパイ

は、店舗で絶大な人気を誇り年間 2000 個以上販売する“ビーフミートパイ”、寒い季節にピッタリの“チ 

キンポットパイ”、フィリングのぎっしりつまったキッシュ類などバラエティに富んでいます。合わせる

サイドメニューも、バッファローチキンなどボリュームのあるものから、サラダやマリネなどライトなも

のまでご用意。 

ランチセットはパイとスープの組み合わせです。アメリカの伝統的なパイ“マッケンチーズパイ”と“ク

ラムチャウダー”がセットになった「パイホリックセット」、ケールをたっぷりいれた“ツナとケールの  

キッシュ”と“ミネストローネ”がセットの「ヘルシーセット」、鶏肉や野菜など具沢山の“チキンポットパ

イ”と“ビーフシチュー”を組み合わせた「パワーセット」の 3 種類からお選びいただけます。 

 

忙しい師走のディナーに、忘年会やホームパーティーに、いつもとちょっと違うおしゃれなランチに、

渋谷ヒカリエでしか買えない 7 日間限定のパイホリックの BOX セットはいかがでしょうか。 

横浜エリアで人気のパイ専門店「Pie Holic」 

期間限定ショップが渋谷ヒカリエに初登場！ 

～12 月 5 日（木）から 12 月 11 日（水）までの 7 日間～ 



■販売概要 

販売期間：2019 年 12 月 5 日（木）～12 月 11 日（水）  

販売場所：渋谷ヒカリエ 地下３階 イベントスペース 

※営業時間、休業日等は渋谷ヒカリエに準じます 

 

■商品概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パイは、以下よりお選びいただけます。 

・ビーフミートパイ 

・チキンポットパイ 

・ベジタブルシチューパイ 

・マッシュルームスチューデル 

・マッケンチーズパイ 

・ベーコンとほうれん草のキッシュ 

・ツナとケールのキッシュ 

・スロッピージョー 

デラックスコンボ：1,500 円（税別） 

 ・お好きなパイ 3 種類 

 ・お好きなサイドメニュー2 種類 

スタンダードコンボ：1,000 円（税別） 

 ・お好きなパイ 2 種類 

 ・お好きなサイドメニュー1 種類 

サイドメニューは、以下よりお選びいただけます。 

・ガーリックシュリンプ 

・バッファローチキン 

・ガーリックポテト 

・野菜のスチーム 

・ケイジャンタンドリーチキン 

・イカとオリーブの低温焼き 

・ピカデリーニョ 

・コールスロー＆ピクルス 

・キャロットサラダ 

・マッシュルームマリネ 

パイホリックセット 

800 円（税別） 

 ・マッケンチーズパイ 

 ・クラムチャウダー 

ヘルシーセット 

650 円（税別） 

 ・ツナとケールのキッシュ 

 ・ミネストローネ 

パワーセット 

950 円（税別） 

 ・チキンポットパイ 

 ・ビーフシチュー 

【コンボセット】 

 

【ランチセット】 

 



■Pie Holic 店舗情報 

名称   ：Pie Holic （パイホリック） 

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

定休日  ：なし（商業施設の定休日に準ずる） 

営業時間 ：ランチ（LUNCH）11：00～16：15（最終入店 15：45） 

ディナー（DINNER）17：00～21：00（最終入店） 

電話番号 ：045-227-6777 

HP：https://www.tgn.co.jp/hall/yokohama/ph/ 

 

【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/   

https://www.tgn.co.jp/hall/yokohama/ph/


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12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5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） / TRUNK(HOUSE)（神楽坂）

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）/

TERAKOYA （武蔵野）

直営店

66店舗101会場

業務提携

5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）


