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「東北地方太平洋沖地震」 被災地の皆様に対する支援のお知らせ 

 

この度の「東北地方太平洋沖地震」によりお亡くなりに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。 

当社は、この震災により被災された方々や地域に対する支援活動として、チャリティー企画を打

ち出すことを決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

 

チャリティー企画タイトル：「１００万人の One Heart」 

 ※詳細は別紙をご確認ください。 
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別紙 

 
 

2011 年 3 月 24 日 

 

T&G、「１００万人の One Heart」チャリティー企画 
～当社結婚式に関わる方々の心をひとつに、被災地復興に向けた支援活動を実施～ 

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 

 
2011 年 3 月 11 日に発生した「東北地方太平洋沖地震」によりお亡くなりに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、この度

の震災により被災された方々や地域に対する支援活動として、結婚式を通じて夢や未来への希望をお届けする
ことを願い、「100 万人の One Heart」というチャリティー企画を打ち出すことを決定いたしました。この企画を通じ、
被災地の復興に対して、少しでもお役に立てればと願っております。 

 

● T&G 年間の結婚式参加総人数「約 100万人」の心をひとつに 
T&Gは年間約１万組の挙式披露宴を執り行っております。挙式披露宴では、ご新郎・ご新婦、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、この度 T&G「100

万人の One Heart」チャリティー企画を決定いたしました。今後、具体的な支援活動を随時実行してまいります。 
被災地におかれましては、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 

● 挙式披露宴を通じてできる支援活動を随時展開 
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「One Heart 義援金」として、支援団体を通じて、
被災された方々に寄付させて頂きます。 
総額約 5,000 万円の寄付を想定しております。（参考：年間の想定組数約 1 万組×5,000 円） 

 
② 支援活動 

ハウスウェディング企業である T&G ならではの支援活動を順次企画、実施してまいります。現在は下記
のような活動の企画検討を進めております。詳細は、準備が整い次第、順次発表してまいります。 
○実施予定の支援活動内容 
「One Heart エコバッグ」 
T&Gでご好評頂いている引出物袋「オリジナルエコバッグ」に、「100 万人の One Heart」のロゴを付与。 
その売上の一部を被災された方々へ寄付いたします。 
「One Heart 募金」 
T&Gの全国 62 直営店舗、4 ブライダルサロンの全てに募金箱を設置いたします。 
その全てを被災された方々への支援金としてお送りします。 

 
○（参考）既に実施させて頂いた支援活動 
「避難所における炊き出し」（2011 年 3 月 18 日リリース） 
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炊き出しを実施。 
「チャリティーフラワー販売」（2011 年 3 月 19 日リリース） 
挙式披露宴に使用される装花を「チャリティーフラワー」として販売、収益全額を寄付。 

 

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/  

「100 万人の One Heart」Web サイト 

http://www.tgn.co.jp/ 

※情報を随時更新してまいります 

mailto:ir-info@tgn.co.jp
http://www.tgn.co.jp/
http://www.tgn.co.jp/


 
 

心がひとつになる瞬間。 
 

大切な人と、育ててくれた家族と、 
お世話になった先輩、上司、後輩、友人と。 

そして、見知らぬ世界の誰かと。 
 

それぞれが、それぞれにわかり合えた瞬間。 
妥協ではない、期待でもない。 

もちろん、単純に、合わせただけでもない。 
好き・嫌いでも、理屈でもない。 
絆の確認にとどまるものでもない。 

それぞれの、さまざまな想いを紡ぎ、新たに生み出された、 
かけがえのない、ひとつの何か。新しい価値観。 

 
そんな世界でたったひとつの心を 
「One Heart」と名づけます。 

 
ひとつになったからこそ、感謝できる過去。 

ひとつになったからこそ、認め合い、よろこび合える今。 
ひとつになったからこそ、誓い合い、分かち合える未来。 

 
「One Heart」を生み出し続ける約束。 

 
そして、もちろん、 

その場に携わる私たちは、かかわるすべての人と、 
「One Heart」であることを約束します。 

私たちの大切にすること 企業理念『Value 約束』としての「One Heart」  

 

リングをかたどったシンボルマーク 
 

 シンボルマーク“One Heart Wedding”は、リングをかたどり、かかわるすべての人と心が一体となる
瞬間や、価値観の融合を表現しています。その日、二人のために集った一人一人の小さな心。それは
個々別々の心でありながら、“One Heart Wedding”の時間のなかでいつの間にか解け合い、より大
きな一つのハートの像を結ぶ。ご新郎ご新婦はもちろん、集ったすべての方々は、そのハートのかけら
を持ち帰り、生涯の宝ものにできる。私たちがお手伝いしたい、そんな挙式披露宴の価値を、このマー
クに込めました。 

参考資料 



  

‣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3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） 

 

直営店 

62店舗88会場 

 

提携レストラン 

20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） 
アーセンティア迎賓館（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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