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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、”表参道の大人の隠れ家“として知られる地中海レストラン

「GENTLE Dining（以下、ジェントル）」にて、12 月 3 日（土）限定でジャズナイトを開催いたします。

ホリデーシーズンに差し掛かるこの時期、上質な音楽とともに料理を楽しんでいただくことで、今年一

年頑張った大人たちへのご褒美時間を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェントルは、高感度な大人たちが行き交う街・表参道にある、イタリアンやスパニッシュの要素を織

り交ぜた地中海料理と、国内外の星付きレストランで活躍したパティシエがつくるスイーツを提供する

ダイニングレストランです。街の喧騒から離れた場所に位置し、緑豊かなエントランスやテラスと、開放

感のあるエレガントな空間が特徴。星付きレストランで経験を積んだシェフとパティシエたちによるこ

だわりの料理、そして居心地の良いサービスが揃う場所として、多くの大人たちから支持されています。 

今回開催するジャズナイトはジェントルにとって初の音楽イベントで、ホリデーシーズンを前に、一年

間頑張った大人の方々にご褒美となるような楽しい時間を過ごしていただくことを目的に企画いたしま

した。ジェントルが誇る地中海料理を堪能しながら、都内のジャズバーで活躍されるボーカリストの越

智みゆきさんと、様々なジャンルの音楽で活動するギタリストの平岡遊一郎さんが奏でる上質な音楽に

浸る時間は珠玉のときです。 

2022 年を締めくくるにふさわしい、五感で堪能するお料理と音楽との一夜限りのコラボレーションを、

ぜひジェントルでお楽しみください 

2022 年ホリデーシーズンに向け、一年のご褒美時間を提供 

“表参道の大人の隠れ家“レストラン『GENTLE Dining』による 
一夜限りのジャズナイト開催 

～12 月 3 日（土）限定～ 



■ジャズナイト開催概要 

・名称：Jazz night presented by GENTLE 

（ジャズナイト プレゼンテッド バイ ジェントル 略称：ジャズナイト） 

・日時：2022 年 12 月 3 日（土）18:50～、19:50～、20:50～  

※各回 30 分程度 

・場所：GENTLE Dining & Sushi Bar（ジェントル） 

・住所：東京都渋谷区神宮前 5-47-6 

・電話番号：050-3503-7871 

・公式サイト：https://www.gentle-base.com/ 

・予約：要前日までの事前予約。電話または公式サイトより受付 

・備考：バーカウンターで一名様での利用も可能です 

 

■出演アーティスト 

越智みゆき（V） 

美しいジャズスタンダートに魅せられ、2012 年より都内ジャズクラブでのライブをス 

タート。2016 年にサンフランシスコ Peet’s Coffee のジャズライブ企画に出演。2019

年に 1st アルバム『Nothing Like You』をリリース、同年代々木ナルのボーカルオーデ

ィ ションに合格、2022 年には２nd アルバム『Pick Yourself Up』をリリース。歌の

物語がきめ細やかに伝わる丁寧な歌唱で活動の場を広げている。また歌の力でチーム

の絆を育む企業研修も展開しており、慶応義塾大学大学院では英語のストーリーテリ

ングとコーチングの教鞭をとっている。 

 

平岡遊一郎（G） 

Jazz、ブラジル音楽、ポップス等様々なジャンルで活動中。 ‘99~’01 までカリフォルニ

アにてセッションマンとして活動した後’02 より東京に拠点を移す。 チャーリーパー

カーやマイルスデイヴィスのピアニストだった Walter Bishop Jr.、ハワイの ウクレレ

の神様と称賛されている Harb Ohta との共演、ほか多数のコンサート、レコーディン

グに参加。ギタリストのほかアレンジャー、コンポーザー、サウンド・プロデュー 

サーとしても活躍。 

 

【GENTLE Dining & Sushi Bar】 

表参道駅から徒歩 7 分の場所にある、大人の隠れ家のようなレストランで、1 階にはエレガントで開放感

のある地中海料理ダイニング、地下にはモダンで落ち着いた空間に鮨処をそなえます。心地よいサービ

スと季節感にこだわった料理で、日常のなかの「ちょっとした贅沢」を満喫いただける空間と時間を提供

します。 

 

【お問い合わせ先】 

本イベントに関する内容 

ジャズナイト プレゼンテッド バイ ジェントル PR 事務局（担当：藤岡）MAIL：fujioka@sora-hana.jp 

 

GENTLE Dining & Sushi Bar に関する内容 

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 MAIL：pr@tgn.co.jp URL：https://www.tgn.co.jp/ 

https://www.google.com/search?q=GENTLE+%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3+PRtimes&oq=GENTLE+%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%80%80PRtimes&aqs=chrome..69i57j0i546l2j0i30i546j0i546.6905j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.gentle-base.com/
mailto:fujioka@sora-hana.jp
mailto:pr@tgn.co.jp
https://www.tgn.co.jp/


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、ホテル事業を展開開始。日本にブティックホテル市場を創るという
新たな戦略を柱とし、経営基盤の強化と資本効率改善による企業価値向上に取り組んでいる。

T&Gの直営店・提携店（2022年11月現在）

■直営ホテル
TRUNK(HOTEL)（神宮前） / TRUNK(HOUSE)（神楽坂）
アルモニーアンブラッセ（大阪）

■直営レストラン
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 / 千葉）
Dressmore（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）/ TERAKOYA （武蔵野）
SUD Restaurant TERAKOYA（竹芝）/ T-LOTUS M（天王洲アイル）
Harmonie agréable（表参道） / グランドパーク小樽（小樽）

直営ハウスウエディング

60店舗85会場

直営ホテル

3店舗

業務提携

7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）

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 （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イットハウス（大阪）
アルモニーアッシュ （姫路）


