
 

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 
2011年 9月 13日 

 

「東日本大震災」に関わる支援活動について 

～「LIVE福島 風とロック SUPER野馬追」にて 

「福島リアル」主催の結婚式に企画・協力のお知らせ～ 
 

2011年 3月 11日に発生した「東日本大震災」により亡くなられた方々に対し、深く哀悼の意を表
するとともに、被災されました皆様に謹んでお見舞い申し上げます。  

 
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、東日本大震災チャリティプロジェクト「100万人の One Heart※」を通じ、被災された方々に対す
る支援活動を行っております。 
この度、この活動 の一環として、野外フェス「LIVE 福島 風とロック SUPER 野馬追（のまおい）」

にて「福島リアル」主催で実施する結婚式の企画・協力を、下記の通り実施いたしますのでお知らせ
いたします。 

 
これは、NHK 教育テレビ 青春リアル 特別シリーズ「福島をずっと見ている TV」の番組内で結成

された「福島リアル」という団体からの依頼により実施されるものです。 

 
記 

 
1. 企画概要 

野外フェス「LIVE 福島 風とロック SUPER野馬追」の企画の一つとして 
被災地支援団体「福島リアル」の公募により選出されたカップル 1組が挙式を実施 

 
2. 実施場所 

福島県 猪苗代湖 志田浜 
住 所：福島県耶麻郡猪苗代町壺揚字浜 130-3（レークサイド磐光） 
U R L：http://www2.ocn.ne.jp/~lakeside/ 

 
3. 実施日時 

2011年 9月 16日（金） 挙式：17:30～17:50（予定）、食事会：18:30～（予定） 
 
4. T&G支援内容 

東日本大震災により結婚式を挙げられていなかったカップルの 
挙式・食事会実施における協力（企画、手配、プロデュース） 

 
以上 

 
 
被災地におかれましては、一日も早く普段の生活に戻れますよう、皆様のご無事をお祈り申し上げ

ます。 
 

※「100万人の One Heart」・・・T&Gが執り行っている年間約 1万組の挙式披露宴には、ご新郎様・
ご新婦様、ご参列されるゲストの方々、お取引先様、T&G のスタッフを含めると、1 組当たり約 100
名の方々が関わっております。これら年間約 100 万人（1 万組×100 名）の心をひとつにした支援活
動ができないかと考え、挙式披露宴を通じてできるチャリティー企画を実施しております。 

 
 

 

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 経営企画部長 岡崎 守隆 

〒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：03-6833-1172 FAX：03-6833-1170 MAIL：ir-info@tgn.co.jp URL：http://www.tgn.co.jp/ 

http://www2.ocn.ne.jp/~lakeside/
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ご参考資料 

 
被災地支援団体「福島リアル 友達の木」について 

 
NHK 教育テレビの番組「福島をずっと見ている TV」をきっかけに

結成された、福島に暮らす有志の若者たちの集まり。 
原発事故の影響で、丌安と隣り合わせの中、生きている福島の人た

ちのリアルな声を全国に伝えるために活動をしている。 

 

U R L：http://fukushima-real.net/ 
 
 
 
 

 
LIVE福島 風とロック SUPER野馬追（のまおい）について 
 

東日本大震災による津波、原発事故、度重なる余震、そして風評など、大きな被害を受ける
福島を音楽の力で元気にするために実施する野外フェス。 

"FUKUSHIMA"としてその名を知られることになった福島の今を、そのまま世界に発信するた
めに、奥会津、会津若松、猪苗代、郡山、相馬、いわきと、広大な福島県を、西から東へ 1 日
ずつ会場を変えながら 6日間をかけて移動していく。 
 
期 間：2011年 9月 14日（水）～19日（月・祝）の 6日間  

※挙式は 16日（金）17:30から実施予定 
U R L：http://livefukushima.jp/ 

 
 
挙式プロデュースを手掛けるウェディングプランナー有賀明美 
 

数多くの芸能人やアーティスト、プロスポーツ選手などから指名を受けてそ

の結婚式をプロデュースするとともに、お台場のフジテレビ球体展望台での挙

式（2003年 12月）や日本青年会館での北斗の拳「結魂式」（2008年 9月）、

お台場 等身大ガンダムの前での挙式（2009年 8月）も手掛けるなど、場所

に捉われない結婚式スタイルを手掛けている。 

 

今回は猪苗代湖：志田浜のライブステージでの挙式を「福島リアル 友達の

木」とともに、“繋がり”をテーマにプロデュースする。 
 
 

 
 
「100万人の One Heart」主な支援活動 
 
①義援金・・・T&Gで開催される挙式披露宴 1組当たり 5,000円を被災された方々へお送りし
ています。（参考：年間の想定組数約 1万組×5,000円） 
 
②One Heartエコバッグ・・・引出物袋「オリジナルエコバッグ」に、「100万人の One Heart」
のロゴを付不。その売上の一部を被災された方々へお送りいたします。 
 
③避難所における炊き出し・・・被災された方々の避難所にて、社員シェフを始めとした T&G
スタッフによるフレンチ料理の炊き出しを実施いたしました。 

 

http://fukushima-real.net/
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http://ameblo.jp/taeroll/image-11005443833-11442101360.html
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‣東京 

‣関東エリア 

‣東海エリア 

‣関西エリア 

‣九州エリア 

‣中国・四国エリア 

‣甲信越・中部エリア ‣北海道・東北エリア 

【ブライダルサロン】 

T&G WEDDING LOUNGE 青山 

T&G WEDDING LOUNGE 横浜 

T&G WEDDING LOUNGE 大阪 

T&G WEDDING PRODUCE 札幌 

● 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・サロン（2011年9月現在）  

【海外・リゾート】 

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） 

アールイズ・スイート（沖縄） 

【提携レストラン】 
クリスタル ヨット クラブ（品川）/フェリチタ（表参道） 
マノワール・ディノ（表参道）/TERAKOYA（武蔵野） 
アンティコ・ブッテロ（広尾）/イル・ブッテロ（広尾） 
フィッシュバンク東京（汐留）/ダンゼロ（みなとみらい） 
トゥーランドット 游仙境（みなとみらい）          
クイーン・アリス ガーデンテラス（日吉） 
イル・ド・フランス（札幌）/ル・ジャンティオム（札幌） 
プレヴェール（札幌）/シスタービートデュオ（札幌）  
ランファン・キ・レーヴ（札幌）/モリエール（札幌） 
ホテルクラビーサッポロ（札幌）/ラ・コリネッタ（札幌） 
ふしみグリエ（札幌）/をとわ（札幌） 
ダブリュズ ロータス ガーデン（福岡） 

 

直営店 

61店舗87会場 

 

提携レストラン 

21店舗 

 

プロデュース 

2店舗 

 

ブライダルサロン 

4店舗 

 

海外・リゾート 

6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） 

麻布迎賓館 
アーカンジェル代官山 
アーフェリーク白金 
SHOTO GALLERY 
青山迎賓館(南青山) 
表参道テラス(北青山) 
白金倶楽部 

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） 
ヒルサイドクラブ迎賓館（八王子） 
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） 

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） 

【プロデュース事業】 

ミラキュルーズ（有楽町）/ ホテルブエナビスタ（松本） 
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