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社名

本社所在地

設立

代表者

事業領域

運営会社紹介 CONFIDENTIAL

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

東京都品川区東品川2丁目3番12号

1998年10月19日

代表取締役会長 野尻 佳孝

代表取締役社長 岩瀬 賢治

国内ウエディングと

海外リゾートウェディングを主とし

その他 婚礼に関わる周辺サービスを

事業展開

81%

17%

2%

事業別

売上構成比

国内ウェディング事業

海外・リゾートウェディング事業

その他婚礼周辺事業

・ホテル事業 ・プロデュース事業

・Haute couture Design ・ドレス事業

・レストラン事業 ・保育事業

・ブライダルローン事業 ・ツーリズム事業



直営店紹介 CONFIDENTIAL

2020年7月時点

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）

ガーデンヒルズ迎賓館（さいたま新都心）

ベイサイドパーク迎賓館（千葉）

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（横浜山手）

BAYSIDE GEIHINKAN VERANDA 
minatomirai（横浜）

茅ヶ崎迎賓館

THE SEASON’S（横浜）

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（神戸三宮）

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）

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）

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）

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）

ガーデンクラブ迎賓館（三重）

アルモニーヴィラ オージャルダン（常滑）

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
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（福岡）

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）

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

東海エリア 東京エリア

北海道・東北エリア

信越・北陸エリア

関東エリア

日本全国で直営店

62店舗、88会場を

運営しています



1年目 2年目 3年目

2019年8月現在 T&G調べ

式後 式前

とは

the Doors 概要 CONFIDENTIAL

T&Gは年間12,000組のご夫婦と、それぞれの趣味や好みに合わせて結婚式を真剣に作り上げてきました。

結婚準備の期間も、結婚式後の新しい人生も、豊かなものであってほしい。

「家族にもっと記念日を」をコンセプトに、信頼関係をしっかりと築いてきたご夫婦へ向けて

新婚ならではの商品やサービスの情報をタイムリーにお届けしています。

現在、会員数10万名
挙式の数だけ会員数が増加するから

毎年約２万名が増加し続けます

４つのメニュー
デジタルとリアルの連動でより強固な

マーケティングが可能に

国内婚礼売上No.1のT&Gが展開する

これまでにない新婚メディア

４
グループインタビュー



the Doors 会員の特徴 CONFIDENTIAL

会員は市場平均より
70万円以上高い婚礼単価！

会員の婚礼単価は平均400万円。

市場平均330～360万円と比べ

70万円以上高く、150万円以上

高い層も2割を越えます。

平均年齢
29歳

平均年齢
29歳
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the Doors会員 = F1層×高単価層

会員年齢層



the Doors 会員の行動予測 CONFIDENTIAL

プロポーズ 検索 見学 式場決定 結婚式当日 新婚生活

ゼクシィ広告などを
見る期間

結婚準備期間（6ヶ月～1年）

ウェディング
アイテム

ブライダルエステ

マタニティ用品

ベビー用品

ファミリーイベント

新居

保険
家具

家電

ケータイ

引越婚約指輪

結婚指輪

ライフスタイルが劇的に変わる層へリーチできます

結婚は人生で一番、新しいものが欲しくなり

購買意欲が向上する期間です



the Doors 会員の行動予測 CONFIDENTIAL

驚異の開封率にプラスして
3つの配信タイミングから選んで

戦略的に告知できます

結婚準備中の会員全員が見る
ウェブページに

広告を展開できます

マタニティ限定やママ限定など
セグメント別のイベントで

実際に会ってアプローチできる

ターゲットの行動予測に基づいて

アタックできる４つのメニュー

グループインタビュー

the Doors会員属性を活かした
座談会で商品開発や

マーケティング調査に活用できます

４



3つのタイミングで配信できる

広告メニュー１ CONFIDENTIAL

T&Gメールマガジン

4つのバリエーション

メールマガジン

一度で全員に配信

条件該当の会員に
毎日セグメント配信

御社オリジナルの
メルマガを

一度で全員に配信

御社オリジナルの
メルマガを

条件該当の会員に
毎日セグメント配信

驚異的な 開封率４０% のメールマガジン

で貴社の広告を訴求



広告メニュー１

メールマガジン 他社事例
CONFIDENTIAL

＜事例1＞ サカイ引越しセンター様 ＜事例2＞ 日比谷花壇様



専用WEBサイトへの広告掲載

広告メニュー２

WEBサイト
CONFIDENTIAL

メニュー例

① WEBタイアップ記事

② おすすめ枠バナー

③ ファーストビューバナー

④ インフィード広告

⑤ バナー広告

結婚式の準備で全顧客が

100%複数回閲覧するWEBサイト

②

③

④

⑤
④

③

②



WEBとリアルを連動させた企画もできる

広告メニュー３

リアルイベント
CONFIDENTIAL

メニュー例

①貴社冠イベントプロデュース

②共同イベント開催

③企業CM

④当社イベントブース出展（ママ向けイベント）

⑤サンプリング・DM配布

北海道から九州まで

全国88会場を活用した

リアルイベントの実施
イベントを通じて顧客の反応を直接ご確認いただけます。

タイアップ記事と連動させること、事後レポート記事の作成もできます。



CONFIDENTIAL



広告メニュー１

メールマガジン
CONFIDENTIAL

T&G月例配信 優待枠

弊社顧客限定の優待利用ライ

ンナップの中にバナーを設置

します。優待ラインナップを

ご覧になる方々へ分かりやす

く訴求できます。3枠限定です。

商品概要

掲載料金（グロス） ￥100,000-(税別)

掲載期間 メルマガ配信1回分

掲載レポート 開封率・クリック数・CTR

配信数
式前：約10,000通
式済：約90,000通

原稿仕様

オプション LP作成費（初回のみ）：30万円～

必要素材 画像素材・テキスト40文字以内

サイズ・形式・容量 画像：540×250pxl

申し込み締切 掲載日2か月前

入稿締切 掲載日1.5か月前

❶-1

定期配信

優待でカテゴリを
作っています。



広告メニュー１

メールマガジン
CONFIDENTIAL

一斉配信

貴社専用のメールマガジンを配信

します。丸ごとオリジナルで作成

でき、ご希望のセグメントに合わ

せて一斉に配信します。

商品概要

掲載料金（グロス） ￥400,000-(税別)

掲載期間 メルマガ配信1回分

掲載レポート 開封率・クリック数・CTR

配信数
式前：約10,000通
式済：約90,000通

原稿仕様

オプション
LP作成費：30万円～
リセンドメール：5万円～
件名テスト：3万円～

必要素材 画像素材・テキスト

サイズ・形式・容量
TOP画像：600×400pxl
その他画像：540×250pxl

申し込み締切 掲載日2か月前

入稿締切 掲載日1.5か月前

❶-2



広告メニュー１

メールマガジン
CONFIDENTIAL

自動配信

貴社専用のオリジナルメールマガ

ジンを作成し、顧客ごとの効果的

なタイミングに合わせて配信しま

す。挙式日などを軸に、最も購買

行動の起こりやすい時期を予測し

てダイレクトに訴求することがで

きます。

※3か月以上から承ります。

商品概要

掲載料金（グロス）
￥300,000-(税別)/初月のみ
￥150,000-(税別)/2か月目以降

掲載期間 3か月以上

掲載レポート 開封率・クリック数・CTR

配信数
式前：約1,000通／1か月
式済：約8,000通／1か月

原稿仕様

オプション
LP作成費：30万円～
リセンドメール：5万円～
件名テスト：3万円～

必要素材 画像素材・テキスト

サイズ・形式・容量
TOP画像：600×400pxl
その他画像：540×250pxl

申し込み締切 掲載日2か月前

入稿締切 掲載日1.5か月前

❶-3



広告メニュー１

メールマガジン
CONFIDENTIAL

商品概要

掲載料金（グロス） ￥50,000-(税別)

掲載期間 3か月以上

掲載レポート インプレッション数・クリック数・CTR

配信数 約20,000通／1か月

平均開封率 30~40%

原稿仕様

オプション バナー制作：1万円

必要素材 掲載バナー

サイズ・形式・容量 画像：600×200px

申し込み締切 掲載日1.5か月前

入稿締切 掲載日1か月前

❶-4

弊社からお送りしている自動配信

のメールのフッター部分に貴社の

バナーを掲載させていただきます。

全部で3枠ご用意。

※3か月以上から承ります

T&Gメルマガ内

バナー掲載（3枠）

フッター上部に
クライアントのバナーが

差し込まれるイメージです。



広告メニュー１

メールマガジン
CONFIDENTIAL

読者向けに毎月定期的に実施して

いるプレゼントキャンペーンの応

募では、アンケートの回答を必須

にしています。アンケート回収実

績は毎月800件前後。アンケート

はローデータのお渡しからレポー

ト集計まで、お引受けいたします。

商品概要

掲載料金（グロス） ￥200,000-(税別)

アンケート開始 毎月第一水曜日

アンケート受付期間 1週間

設問数 目安：10問前後

配信数
式前：約10,000通
式済：約90,000通

原稿仕様

オプション 集計レポート：設問数、難易度により決定

必要素材 アンケート内容

入稿締切 アンケート実施1か月前

❶-5

毎回10問程度、回答方式は選択
式からフリー回答式まで組み合
わせていただけます。

プレゼントキャンペーン

アンケート



CONFIDENTIAL



広告メニュー２

WEBサイト
CONFIDENTIAL

WEBタイアップ記事

the Doors編集部が、商品

やサービスに関するオリ

ジナル記事を作成し掲載

します。記事はサイト内

で半永久的に表示されま

す。弊社会場イベントと

組み合わせた記事作成も

お勧めです。

商品概要

掲載料金（グロス） ￥400,000-(税別)

掲載期間 1か月

掲載レポート PV数

掲載箇所
TOP画面及び記事内容により
関連ページへ掲載

原稿仕様

オプション
イベントタイアップ実施（平日）：
￥500,000- ※会場利用4hを想定
LP作成費：30万円～

必要素材
内容によりご相談

サイズ・形式・容量

申し込み締切 掲載日2.5か月前

入稿締切 掲載日1.5か月前

❷-1

PC版 SP版



広告メニュー２

WEBサイト
CONFIDENTIAL

おすすめ枠バナー

サイトTOPに掲載されるおすすめ枠。視認性

も高く、最もPV数の多い大型の広告バナーで

す。2枠限定。2枠購入の場合には1社独占。

商品概要

掲載料金（グロス） ￥500,000-(税別)

掲載期間 2週間

掲載レポート PV数

掲載箇所 左記記載／最大枠数2枠

原稿仕様

オプション LP作成費：30万円～

必要素材 画像1枚・テキスト30文字以下
サイズ：900×600pxl
形式：jpeg  容量：8MB以下サイズ・形式・容量

申し込み締切 掲載日2か月前

入稿締切 掲載日1.5か月前

❷-2

弊社記事内容も含め
3～5記事が常時公開予定

PC版 SP版



広告メニュー２

WEBサイト
CONFIDENTIAL

ファーストビューバナー

サイトTOP画面の表示でファーストビューに入

る位置に表示されます。記事に広告を溶け込ま

せ読者に違和感なく情報をお届けします。

商品概要

掲載料金（グロス） ￥400,000-(税別)

掲載期間 2週間

掲載レポート PV数

掲載箇所 左記記載／掲載期間中表示固定

原稿仕様

オプション LP作成費：30万円～

必要素材 画像2枚（PC・SP版各1枚）
PC版：765×100pxl
SP版：640×100pxlサイズ・形式・容量

申し込み締切 掲載日2か月前

入稿締切 掲載日1.5か月前

❷-3

インフィード広告よりも上に配置するため
視認性が高くなります

PC版 SP版



広告メニュー２

WEBサイト
CONFIDENTIAL

インフィード広告 (固定)

サイトに訪れた弊社顧客へ広告を訴求しやすい

TOP画面に掲載されます。掲載期間中は表示を

固定して掲載いたします。

❷-4

それぞれの枠は1社独占

商品概要

掲載料金（グロス）
上段：￥250,000-(税別)
中段：￥200,000-(税別)
下段：￥150,000-(税別)

掲載期間 2週間

掲載レポート PV数

掲載箇所 左記記載／掲載期間中表示固定

原稿仕様

オプション LP作成費：30万円～

必要素材 画像1枚、テキスト30文字以下
サイズ：1530×1020pxl
形式：jpeg   容量：8MB以下サイズ・形式・容量

申し込み締切 掲載日2か月前

入稿締切 掲載日1.5か月前



広告メニュー２

WEBサイト
CONFIDENTIAL

バナー広告（4枠）

サイトTOP画面で掲載さ

れます。掲載期間中は表

示を固定して掲載いたし

ます。全部で4枠ご用意。

PCとスマホでは表示場所

が異なりますのでご注意

ください。

商品概要

掲載料金（グロス） ￥250,000-(税別)

掲載期間 2週間

掲載レポート PV数

掲載箇所 左記記載／掲載期間中表示固定

原稿仕様

オプション LP作成費：30万円～

必要素材 画像2枚（PC・SP版各1枚）
PC版：300×200pxl
SP版：640×100pxlサイズ・形式・容量

申し込み締切 掲載日2か月前

入稿締切 掲載日1.5か月前

❷-5

※画像はイメージです

PC版 SP版



CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL

貴社冠&共同イベント

貴社が訴求されたい商品やサービスに応じて開

催。全国にある弊社会場の中からご希望に合わ

せてイベントをプロデュースいたします。

商品概要

会場使用料

都内1店舗全館貸切：4h約￥500,000-(税別)

開催店舗の立地、使用範囲や時間で柔軟に対応し
ます。イベントに必要な人員や準備物に応じ価格
は前後いたします。

料飲 要相談（弊社内で準備も可能）

イベント内容 ご希望をお伺い決定致します

原稿仕様

オプション タイアップ記事作成：40万円～

申し込み締切 掲載日イベント後1か月前後

❸-1

広告メニュー３

リアルイベント

星空シネマ料理動画会社様
×T&G Films

「ハロウィン」

飲料会社様
×T&Gソムリエ

商品概要

会場使用料 会場は別途ご相談させていただきます

料飲 要相談（弊社内で準備も可能）

イベント内容 ご希望をお伺い決定致します

原稿仕様

オプション タイアップ記事作成：40万円～

申し込み締切 掲載日イベント後1か月前後
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弊社イベントでの

協賛メニュー

弊社主催のイベントで、貴社の希望される協賛方

法からご検討ください。貴社冠のイベント実施に

比べ、貴社の負荷を軽く抑えられます。

弊社主催イベント主なラインナップ

▶︎ママ・マルシェ（FunFenFant）

▶︎T&G Films（ショートムービー上映会）

▶︎T&G Films For MAMA

※上記他ご要望に合わせてご提案します

❸-2

広告メニュー３

リアルイベント

商品概要

ブース出展料
20万円/1開催当たり
※イベントにより異なる場合がございます

商品概要

サンプリング
DM配布料

10万円/100個当たり
※イベントにより異なる場合がございます

商品概要

企業CM放映
10万円/1開催当たり
※イベントにより異なる場合がございます

T&G Films for MAMA

T&G Films

ママ・マルシェ
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グループインタビュー

４
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パッケージ料金 / 内容

300,000円

会場設備

スクリーニング設問 5問以内

リクルート料金 6名1グループ

スクリーニング（1回）

インタビューフロー制作

モデレーター手配（1時間）

発言録作成

レポート作成

+

参加者謝礼

Amazonギフト 10,000円 / 人

広告メニュー４

グループインタビュー４

プレ花・卒花が参加する

座談会

プレ花/卒花が参加するグループインタビューで

マーケティング調査を実施。

実施後の結果を基にtheDoors広告掲載の

デザイン・企画提案も可能です。

また、弊社会場を利用した実施やオンラインでの

実施も可能です。

❹-1
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メニュー 一覧

広告メニュー ページ 商品概要 料金（税別） オプション

1-1  定期配信 優待枠  ￥100,000- ・LP作成費：30万円～

1-2  一斉配信  ￥400,000-

・LP作成費：30万円～

・リセンドメール：5万円～

・件名テスト：3万円～

1-3  自動配信
 ￥300,000-/初月のみ

￥150,000-/2か月目以降

・LP作成費：30万円～

・リセンドメール：5万円～

・件名テスト：3万円～

1-4 T&Gメルマガ内バナー掲載  \50,000/月 ・バナー制作費：1万円

1-5  プレゼントキャンペーンアンケート  ￥200,000- ・集計レポート（設問数、難易度により決定）

2-2  おすすめ枠バナー  ￥500,000-

2-3  ファーストビューバナー  ￥400,000-

 上段：￥250,000-

 中段：￥200,000-

 下段：￥150,000-

2-5  バナー広告（4枠）  ￥250,000-

3-1  貴社冠ベントプロデュース（表示価格はネット）
 ￥500,000-  (4h／場所や人

員等により異なる)

3-1  共同イベント開催  別途ご相談

3-2  弊社イベントブース出展料（表示価格はネット）  20万円/1開催

3-2  弊社イベントでのサンプリング・DM配布（表示価格はネット）  10万円/100個

3-2  弊社イベントでの企業CM（表示価格はネット）  10万円/1開催

グループインタビュー 4-1 グループインタビュー　6名1グループ 30万円/1回

 メールマガジン

 リアルイベント

・タイアップ記事作成：40万円～

  料金はイベントにより異なる場合がございます

 WEBサイト

2-1  the Doors WEBタイアップ記事  ￥400,000-

・LP作成費：30万円～
2-4  インフィード広告 (固定)

・イベントタイアップ実施（平日）：￥500,000～

　※会場利用4hを想定

・LP作成費：30万円～



広告掲載基準／注意事項 CONFIDENTIAL

1. 本媒体への広告掲載の可否決定権は弊社が保有します。
2. 掲載枠・時期についてはご相談の上決定させていただくことがございます。
3. 弊社は掲載を承諾もしくは拒否した広告について、その理由を説明する義務は負いません。
4. 以下に該当すると判断された広告は掲載をお断り致します。

① 広告主の実態が明らかでなく、責任の所在が不明なもの。
② 国内関連法規、国際条約などに反するもの。
③ 虚偽、誇大または誤認のおそれがあるもの。
④ 投機、射幸心をあおる表現のあるもの。
⑤ 社会秩序を乱すおそれのあるもの。
⑥ 非科学的、迷信に類するもの。
⑦ 名誉棄損、プライバシーの侵害、営業妨害、差別表現のあるもの。
⑧ 薬事法、医療法など国内法規に違反するおそれのある表現のもの。
⑨ 読者の利益に反し、被害を与えるおそれのあるもの。
⑩ 品位、クオリティを落とすと判断されるもの。
⑪ 特定の政治的または宗教的主張を含むもの。
⑫ 社会的通念上掲載が好ましくないと考えられるもの。

例：反社会的なもの、または公序良俗に反するもの。
例：基本的人権を侵害するもの、他を差別し、もしくは差別を助長する内容表現の広告。

⑬ 以上の他、当社が不適切だと判断したもの。

【広告掲載基準】

【注意事項】

1. 各広告枠の料金、枠数、仕様は予告なく変更される可能性がございますので、最新の状況を必ず担当までご確認ください。
2. 火災、停電、天災地変などの不可抗力や不測の事態、システムの定期的なメンテナンスやデータセンサー等の都合でのため、

広告を掲載及び配信されない時間がございます。

【個人情報の取り扱いについて】

1.お客様の個人情報につきましては安全管理が図られるよう、適切に監督願います。
適切な管理がなされていない場合は、お取引を差し控える等の対応をする場合がございます。

【資料の有効期】

1. 本資料の有効期限は、最新版の資料がリリースされるまで有効です。但し、止むを得ない理由により有効期限内でも商品内
容の改定、商品の廃止などを行う場合があります。お申し込みの際にはお問い合わせいただくか最新版をご確認ください。



特別なセグメントを活かした

広告提案をいたします。

CONFIDENTIAL


