
 
 

 

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 
2017年 12月 6日 

 

 

 

 

 

 
 
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、当グループが展開する海外・国
内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」において、2018 年 8 月開業予
定となるハイアット国内初のビーチリゾート「ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖
縄」内に、『瀬良垣島教会』を 2018年 9月 1日（土）にオープン予定、2017年 12月 22日（金）
より挙式予約を開始いたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
那覇空港から車で約 60 分、沖縄本島屈指のビーチリゾートである恩納村・西海岸エリアの沖

縄海岸国定公園区域内に位置し、沖縄本島と一本の橋で繋がった瀬良垣島。「ハイアット リージ
ェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄」内に誕生する『瀬良垣島教会』は、島の中でも爽やかな風が
吹く海に近い絶景のチャペルで、前面のガラス越しに美ら海を臨むことができます。「つながり」
をイメージした木の温もりを感じる天蓋からは、空を眺めることができ、天空から差し込む木漏
れ日が優しくチャペルを包み込みます。 
デコレーションには、生花を使用。祭壇には、目の前に広がる美ら海・青い空と重なるように

存在感あるクロス（十字架）がおふたりを見守ります。日の出から日没までを臨める島だからこ
そ、一日のどの挙式時間帯でも光が溢れる結婚式を叶えることができます。開放感ある空間で、
チャペルに足を踏み入れた瞬間、祭壇の先に広がる絶景の瀬良垣ブルーは、おふたりとゲストを
圧倒する、まさに息をのむほどの美しさです。 
まばゆい自然と至福の滞在が待つ瀬良垣島で、自然の息吹を感じられる沖縄ならではのリゾー

トウェディングを実現いたします。 
 
 

 

 
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・中野 

〒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：http://www.tgn.co.jp/ 

 

360度海に囲まれたリゾートアイランドに光溢れる木組みのチャペルが誕生 

「ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄」 

『瀬良垣島教会』2018年 9月 1日(土)オープン予定 

～2017年 12月 22日(金)より挙式予約開始～ 
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◆「瀬良垣島教会」概要 
 
チャペル名称：瀬良垣島教会 
所  在  地：沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣都田原 1108番地 
場 所：ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 内 
収 容 人 数：挙式 最大約 40名（着席）／パーティ（ホテル内宴会場） 最大約 50名（着席） 
バージンロード：約 10メートル 
音     楽：電子オルガン＆ヴァイオリン 
挙 式 の 言 語：日本語・英語  
挙 式 可 能 日：年末年始、およびホテルの特別行事日を除く毎日    
 
 
◆主な特徴 
 
1．ハイアットの卓越したホスピタリティで極上の滞在型ウェディングを提供 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2．おふたりの想いと絆が深まる『瀬良垣島教会』オリジナルセレモニー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3．カクテルタイムからはじまる、この島だけの特別な時間“結い”パーティ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. おふたりと家族の“結い”を深める、ふたつのビーチフォトツアー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウェディングの舞台となるのは、世界中で多くのラグジュアリーホテルを

展開する「ハイアットホテル」。約340室の全客室は海を臨み、瀬良垣島スイ

ートとよばれる181㎡のスイートルームは、沖縄県内でも最大級の広さを誇

ります。今までの沖縄にあるリゾートホテルとは一線を画した、人とコンテ

ンツの魅力で満たされた新しいディスティネーションホテルとして、至福に

満ちた滞在をお約束します。島がひとつの「リゾートアイランド」となり、

お客様が何度も戻ってきたくなる場所を提供します。 

光が差し込むチャペル内のデコレーションには、生花を使用。祭壇には、

目の前に広がる美ら海・青い空と重なるように存在感あるクロス（十字架）

がおふたりを見守ります。挙式中は神聖なヴァイオリンとオルガンによる 

厳かな音色の生演奏がチャペル内に響き渡り、上質な空間を演出します。『瀬

良垣島教会』のオリジナルセレモニーである、おふたりの想いと絆が深まる

「結いの約束」では、この先、人生を一緒に歩むおふたりの「約束」をゲス

トの皆様の前で誓っていただきます。 

『瀬良垣島教会』での結婚式では、よりゲストとの時間を大切にしてもら

えるよう、この島だけの特別な時間を設けました。挙式後は沖縄の爽やかな

海風を感じながらゲストと共にテラスでのカクテルタイムをお過ごしいた

だけます。さらに、ホテル内には、プライベート感のあるラグジュアリーな

パーティ会場をご用意。島が誇る絶景の水平線を臨みながら、料理長が厳選

した旬の季節食材をつかって手がけるとびきりのお料理をお召し上がりい

ただけます。『瀬良垣島教会』だけが持つ、ふたつのパーティでご家族を結

ぶ“結い”時間をゲストと共にお楽しみいただけます。 

沖縄の海の魅力をたくさん楽しめるように、ふたつのビーチフォトツア

ーをご用意しました。瀬良垣島内のビーチではゲストと一緒に記念撮影を、

新郎新婦のおふたりには、ウェディング専用のトゥクトゥクに乗り込んで、

島をとびだし、おふたりだけのビーチフォトツアーをお楽しみいただけま

す。沖縄の穏やかな風を感じながら、プライベートな雰囲気に溢れた最高

のロケーションで、リゾートだからこそ実現できるおふたりだけの特別な

ビーチフォトツアーを体験できます。 
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◆株式会社グッドラック・コーポレーション概要 
 
事 業 内 容：海外・国内リゾートウェディングの企画・運営 
代 表 者：代表取締役 堀田和宣  
所 在 地：〒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 10F 
設 立：2003年 10月   
U  R  L : http://www.arluis.com/ 
 
「世界中を幸せに」を企業理念に、「アールイズ・ウエディング」というブランドで海外・国内リ
ゾートにおける結婚式の企画・運営事業を展開。2012年から映像・写真に特化したブランドの「グ
ローバルピクチャーズ」を、2014年からリゾートウェディングに特化したドレスブランドの「ウ
ィズ ア ホワイト」も展開。高品質なサービス・商品の開発力を強みとし、非日常的なリゾート
空間でしか叶えられない最高のウェディングを、お客様へご提供しています。 
 
◆直営する婚礼会場 
 
[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・リゾート内） 
・ザ モダン ウエディング（ザ モダン ホノルル内） 
・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 
 
 [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]  
・アールイズ・ブルーポイント・バイ・ザ・シー（ブルーポイント・ベイ・ヴィラズ＆スパ内） 
・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） 
 
[台湾] 
・シャトー・ドゥ・フェリシテ 
 
◆提携する婚礼会場 
[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） 
 
◆直営ウエディングサロン 新宿、横浜、大阪、名古屋、仙台、福岡、札幌 
 



‣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 

＜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 / スイスホテル 

 

■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） 

Dressmore（大阪/京都/神戸/姫路） 

【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）/ 

TERAKOYA （武蔵野） 

 

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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