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www.gwk2.net

https://ameblo.jp/kenjimovement

Service
未知なる特別な結婚式を「夢を叶える航空会社」がナビゲート

感度良好な「ハコ・ヒト・モノ・コト」世界から

www.anniversary.world

www.baysideclub.tokyo

M&A から資金調達まで「ボスの為のコンシェルジュ」サービス

こんな時こそ「家族の絆」を深める機会にしようじゃないか

www.godfather.wedding

www.kizuna.family

日式おもてなし & 感動型の結婚式場をアジアでプロデュース

日式エンタテイメント温浴施設をアジアでプロデュース

www.omotenashi.wedding

www.onsenryokan.asia

TOKYO ※2020 年 9 月より下記の新オフィスへ移転しました。
東京都中央区日本橋富沢町８-７ サンビル３階 #103-0006
San Bld 3F , 8-7 Nihonbashi-Tomizawacho Chuo-ku TOKYO
T03-5643-6543

F03-5652-0372

Mail： info@gwk2.net

SHANGHAI
上海市長寧区延安西路 1088 号 長峰中心 #200052
West Yan'an Road Changning District SHANGHAI
+86-156-1874-5280
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Cico Inc. Profile
株式会社チコ
http://www.gwk2.net

CICO Inc.
http://www.gwk2.net

CICO Inc.
http://www.gwk2.net

創業：2013 年 4 月
本店：東京都港区六本木
代表取締役：佐藤健治
拠点：東京・上海・北京・フィレンツェ
資本金：900 万円

Established : April 2013
Head Office : Roppongi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Ceo : KENJI SATO
Base : Tokyo, Shanghai, Beijing, Florence
Capital Stock : 900 million yen

成立：2013 年 4 月
总部：东京港区
法人代表：佐藤健治
据点：东京・上海・北京・佛罗伦萨
资本总额：900 万日元

業務内容

Business

业务内容

CICO Inc. は「ライフスタイルプロデュース」をコンセプトに、
日本と中国、アジアを舞台に、富裕層向けのウェディングや
アニバーサリーコーディネート、ホテルやレストラン、結婚
式場や温浴施設のプロデュースを展開しています。

CICO Inc. holds “Lifestyle Producing” as a concept, and we
develop business such as wedding events for wealthy class
couples, anniversary coordinations, production of hotels,
restaurants, wedding halls, and bath facilities in Japan, China,
and countries in Asia.

CICO 株式会社以「Lifestyle produce（生活方式策划）」为概念，
以中国、日本和整个亚洲为舞台，开展着针对富裕阶层的婚礼
和纪念日策划、酒店、餐厅以及婚宴场地和水疗设施等商业设
施的策划服务。

●BtoC
BOSS PRO
http://godfather.wedding
「BOSS の想いをプロデュース」がコンセプト。取引先の接待
アレンジからインセンティブツアー、会社の主要行事から、
結婚式や記念日、親孝行などのプライベートイベントまで、
忙しい BOSS に代わって私たちがプロデュースします。
DREAM AIRWAYS
http://www.anniversary.world
「夢を叶える航空会社」がコンセプト。日本や中国、アジアの
富裕層カップルをターゲットに、会場探し、旅のプランニング、
海外での写真撮影、海外挙式、地元でのウェディングパーティ
まで、トータルにプロデュースします。
●BtoB
・ホテルやレストラン、結婚式場や温浴施設のプロデュース
・インバウンド（マーケティング・集客・商品開発・運営）コー
ディネート
・海外からのブランド誘致コーディネート
・M&A 仲介コーディネート
●BLOG
https://ameblo.jp/kenjimovement/
男が仕切る結婚式。
アジア、アメリカ、ヨーロッパ、世界 50 ケ国を渡り歩いたラ
イフスタイルプロデューサーが、男の視点で綴る、ホテル、
トラベル、ウェディング、ショップ、レストラン等、世界の
ライフタイル情報、色々。

●BtoC
BOSS PRO
http://godfather.wedding

●BtoC
BOSS PRO
http://godfather.wedding

Based on the concept of “Produce BOSS’ mind,” instead of busy
bosses, we produce receptions for clients, incentive tours,
company’ s major events, even private events such as wedding
receptions, anniversaries, and devotion to parents.

以「BOSS 想法策划人」为概念。从安排接待贸易伙伴到奖励性
的员工旅行，从公司的重要活动到婚礼、纪念日、孝敬父母等
的私人活动，我们都可以替代繁忙的 BOSS 来进行策划。

DREAM AIRWAYS
http://www.anniversary.world

DREAM AIRWAYS
http://www.anniversary.world

The concept is “The airline company that makes dreams come
true.” The main target is wealthy couples in Japan, China, and
Asian countries, and we fully produce finding wedding
locations, planning of trips, taking wedding photographs or
holding wedding ceremonies in foreign countries, and wedding
parties in their local places.

以「实现梦想的航空公司」为概念。针对日本、中国及整个亚
洲的富裕阶层情侣，提供从寻找合适的会场到制定旅行计划、
海外跟拍、海外婚礼、当地的婚礼派对等全面的策划服务。

●BtoB
- Production of hotels, restaurants, wedding halls, and bath
facilities
- Inbound coordination (marketing, customer attraction, product
development, and management)
- Arrangements to invite foreign brands
- Intermediary of M&A

●BtoB
・酒店、餐厅以及婚宴场地和水疗设施等商业设施的策划
・进军海外服务（营销・吸引顾客・商品开发・运营）
・协调引进海外品牌
・M&A 中介协调

●Blog
https://ameblo.jp/kenjimovement/

●BLOG
https://ameblo.jp/kenjimovement/

Wedding Led by Men
A lifestyle producer who visited 50 countries in Asia, America,
and Europe writes about hotels, travel, wedding, shops,
restaurants, various lifestyles in the world and many others from
men’ s point of view.

男性掌控的结婚典礼
我们的生活方式策划人共走过了亚洲、美国、欧洲等全世界 50
多个国家。他们将以男性的视角来串联起从酒店、旅行到婚礼、
购物、餐饮等的全世界的生活方式信息。
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Kenji Sato Profile
佐藤健治基本资料

佐藤健治プロフィール

KENJI SATO Profile

1973 年横浜生まれ。横浜の婚礼会社にてウェディングプロ

Born in Yokohama in 1973. After participating in the wedding

1973 年出生于横滨。在横滨婚礼公司从事婚礼策划工作、

デュース事業に参画後、2000 年渡伊。フィレンツェにて世界

production project at Yokohama's wedding company in 2000.

2000 年远赴意大利。在佛罗伦萨师从于世界着名的意大利摄

的に活躍するイタリア人フォトグラファー「Carlo Giorgi（カ

Studied under an Italian photographer in Florence. Being a

影师「CARLO GIORGI」并作为摄影师参与了意大利人、美

ルロ・ジョルジ）
」に師事。イタリア人、アメリカ人、イギリ

wedding cameraman for Italian couples, American and British

ス人など、様々なカップルの結婚式にカメラマンとして携わ

couples, and many other couples from the West, he gained

り、欧米のパーティ文化を体感。2002 年より、イタリアウエ

experience in the party culture of the West. Starting the Italy

ディング事業をスタート。ファッションブランド「Salvatore

wedding business in 2002. The brand “Salvatore Ferragamo"

「Salvatore Ferragamo」菲 拉 格 慕 所 复 苏 的 酒 庄「IL

Ferragamo」が甦らせたワイナリーリゾート「IL BORRO（イル・

revived winery resort starting with "IL BORRO", in addition to

BORRO 」为开端、在佛罗伦萨、菲诺港、阿玛菲、波西塔

ボッロ）
」を皮切りに、フィレンツェ、ポルトフィーノ、アマ

Florence, Portofino, Amarfi, Sicily, the shooting place of a

诺 等 地、以 及 西 西 里 岛 的《The Godfather ／ 教 父》、

ルフィの他、シチリア島では、映画「ゴッドファーザー」
・

masterpiece movie such as the movie "The Godfather"

「ニューシネマパラダイス」
・
「グランブルー」など、名作映画

"Nuovo Cinema Paradiso" "Le Grand Bleu". After 2004, we

の撮影地もその舞台となった。2004 年以降、中国にも活動拠

expanded our activity base to China and produced weddings

点を広げ、中国各地の高級ホテルにてウェディングやイベン

and events at luxury hotels throughout China. In 2008,

トをプロデュース。2008 年、東京を拠点に結婚式場の運営も

management of the wedding hall started based in Tokyo. We

各地高级酒店之婚礼及活动。2008 年、以东京为据点的婚宴

スタート。教会、空港、クルーズ船、ライブハウス、映画館、

handled about 2,000 custom-made weddings specialized in

会馆也开始营运。策划了约 2000 组教堂、机场、邮轮、live

海外（イタリア・ハワイ・タイ・バリ島・中国 etc）など、

concepts such as church, airport, cruise ship, live house,

house、电影院、海外（意大利・夏威夷・泰国・巴厘岛・

コンセプトに特化したオーダーメイド型の結婚式を約 2,000

cinema, overseas (Italy,Hawaii,Thailand,Bali,China etc) . In

組手掛けた。2016 年、国内の事業を譲渡し、現在は上海を拠

2016, we transferred domestic business, currently based in

点に「Lifestyle Producer（ライフスタイルプロデューサー）
」

Shanghai as "Lifestyle Producer", we are planning wedding

として、結婚式場や商業施設のプランニング、ウェディング

ceremonies and commercial facilities, producing weddings,

Producer）」以上海为据点、进行婚宴会馆及商业设施之规划、

や記念日、イベントのプロデュースなどを手掛けている。

anniversaries and events.

婚礼、纪念日及活动等策划之业务。

国人、英国人等多样的婚礼、对欧美的派对文化也有深入的
了解。于 2002 年、开始了意大利婚礼事业。以时尚名牌

《Nuovo Cinema Paradiso ／ 天 堂 电 影 院》、《Le Grand
Bleu ／碧海蓝天》等电影名作的拍摄舞台开展意大利的婚礼
业务。2004 年后、将业务范围扩展至中国、策划了中国国内

中国 etc）等，特殊概念式量身定制婚礼。2016 年、将日本
国 内 的 业 务 全 部 让 渡、现 在 作 为「品 味 策 划 师（Lifestyle

Results of Activities
●中国 / CHINA
· 上海皆喜创刊纪念活动的策划（上海）
· 锦江集团 · 摩可 · 三井物产的合并公司的上海婚礼展的策划（上海）
· 广州皆喜创刊纪念活动综合策划（广州）/ Grand hyatt Guangzhou
· 广州香格里拉酒店婚礼秀综合策划（广州）/ Shangri-La Guangzhou
· 上海外滩华尔道夫酒店婚礼策划（上海）/ Waldorf Astoria Shanghai On the Bund
· 上海柏悦酒店婚礼策划（上海）/ Park Hyatt Shanghai
· 上海半岛酒店婚礼策划（上海）/ The Peninsula Shanghai
· 杭州法云安缦度假村婚礼策划（杭州）/ Amanfayun Hangzhou
· 北京颐和安缦度假村婚礼策划（北京）/ Aman at Summer Palace Beijing

●日本 / JAPAN

●意大利 / ITALY
· 米兰市 & 大阪市、姐妹都市 20 周年纪念活动的策划

· 菲拉格慕家族复苏的托斯卡纳乡村度假地「Il Borro」的婚礼策划
· 托斯卡纳度假酒店「Castiglion del Bosco」的婚礼策划
· 托斯卡纳度假酒店「L'Andana」的婚礼策划

· 佛罗伦萨「St.JAMES CHAPEL 教堂」的婚礼策划
· 佛罗伦萨「Four Seasons Florence 」的婚礼策划
· 佛罗伦萨「Il Salviatino」的婚礼策划

· 佛罗伦萨「Belmond Villa San Michele」的婚礼策划
· 佛罗伦萨「Villa la Massa」的婚礼策划

· 萨尔瓦托勒 · 菲拉格慕氏监修的意大利料理餐厅「IL BORRO 东京」在日本展开的策划业务
· 瑞士日内瓦的高级手表「F.P.JOURNE」2 周年纪念活动的策划
· 横滨老铺电影院「横滨日剧」及「JACK & BETTY CINEMAS」的改造策划
· 与模特 Gianfranco Scimone 氏共同开发男士时尚品牌「CICO」
· 与面向高端顾客的日本旅行 e3time 事业部共同进行旅行商品开发（CELUX、SEVENHILLS etc）
· 东京、横滨、湘南、伊豆 & 箱根、冲绳的婚礼实绩多数

· 波多菲诺「Belmond Hotel Splendido」的婚礼策划

●泰国 / THAILAND

· 阿玛菲海岸「Santa Trofimena 教堂（米诺利）
」的婚礼策划

· 曼谷「文华东方酒店 / Mandarin oriental Bangkok」的婚礼策划
· 曼谷「半岛酒店 / Peninsula Bangkok」的婚礼策划
· 曼谷「素可泰 / Sukhothai Bangkok」的婚礼策划
· 曼谷「悦榕庄 / Banyan Tree Bangkok」的婚礼策划
· 曼谷「莲花大酒店 / Lebua at State Tower」的婚礼策划
· 曼谷「吉姆 · 汤普森之家 / Jim Thompson House」的婚礼策划
· 甲米「瑞亚维德度假村 / Rayavadee」的婚礼策划
· 甲米「普雷湾丽思卡尔顿精品酒店 / Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve」的婚礼策划
· 普吉岛「安缦普利 / Amanpuri」的婚礼策划
· 普吉岛「基马拉度假村 / Keemala」的婚礼策划
· 普吉岛「普吉岛雅幕角 COMO 酒店 / Point Yamu by COMO」的婚礼策划

●其他海外 / OTHERS
· 野口五郎 & 三井 Yuri 夫妻在「罗塔岛 / Rota Island」的婚礼策划
· 马里亚纳政府观光局公认在「塞班 / Saipan」的婚礼策划
· 新西兰、陶波湖畔高级度假村「胡卡旅舍 / Huka Lodge」的婚礼策划
· 印度尼西亚、巴厘岛「安缦奇拉 / Amankila」的婚礼策划

2020.09

· 威尼斯「Belmond Hotel Cipriani」的婚礼策划
· 威尼斯「Bauer Hotel」的婚礼策划

· 威尼斯「Aman Venice」的婚礼策划

· 威尼斯「Santa Maria della Presentazione 教堂」的婚礼策划

· 阿玛菲海岸「Santa Maria Maddalena 教堂（阿特拉尼）
」的婚礼策划
· 阿玛菲海岸「Santa Maria Assunta 教堂（波西塔诺）
」的婚礼策划
· 阿玛菲海岸「Santa Francesco 教堂（拉维罗）
」的婚礼策划
· 阿玛菲「Santa Caterina Hotel」的婚礼策划

· 阿玛菲「Grand Hotel Convento di Amalfi」的婚礼策划
· 拉维罗「Belmond Hotel Caruso」的婚礼策划
· 波西塔诺「Casa Angelina」的婚礼策划
· 波西塔诺「San Pietro」的婚礼策划

· 波西塔诺「Le Sirenuse Hotel」的婚礼策划

· 西西里岛、电影《教父》中登场的古城「Castello degli Schiavi」的婚礼策划

· 西西里岛、电影《碧海蓝天》拍摄地陶尔米纳「Madonna della Rocca 教堂」的婚礼策划

· 西西里岛、电影《碧海蓝天》拍摄地陶尔米纳「Santo Stefano 馆」的当地合法注册婚礼的策划
· 西西里岛、电影《天堂电影院》拍摄地 Palazzo Adriano 的婚礼策划
· 陶尔米纳「San Domenico Palace Hotel」的婚礼策划

· 陶尔米纳「Belmond Grand Hotel Timeo」的婚礼策划
· 陶尔米纳「Belmond Villa Sant'Andrea」的婚礼策划

1.グランブルーに登場するサンドメニコパレスホテルで、披露パーティの開催も可
能 2 & 3 .ゴッドファーザーで登場する古城「カステッロ・デッリ・スキャッビ」内の
教会で挙げる結婚式は、威厳と幻想に満ちる。式後は、映画の雰囲気そのままにガー
デンや個人の邸宅のダイニングを利用して披露パーティを 4 . この碧き眺望も、
タ
オルミーナが地中海の真珠と呼ばれる所以 5 . ニューシネマパラダイスの舞台の
町、
パラッツォアドリアーノでの挙式は、素朴で温かな人々がふたりを迎えてくれる

映画に登場した
教会での結婚式！

2

1

映画「ゴッドファーザー」でマイケ
ル扮するアルパチーノがシチリア女
性と結婚式をするシーンに登場
するタオルミーナ近郊の教会で
の結婚式や、その他のシーンに
登場する舞台でのフォトウェディ

4

ングも対応可能です。

5
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Data

DREAM AIRWAYS（ドリームエアウェイズ）
TEL：03-5643-6543
東京作戦会議室：東京都中央区日本橋富沢町８７ サンビル３階
上海作戦会議室：上海市長寧区延安西路1088号 長峰中心
山路を登りながら
山路を登りながら
da@anniversary.world

佐藤健治

www.gwk2.net

1973年横浜生まれ。桑沢デザイン研究所、退学後、渡
伊。フィレンツェにて世界的に活躍するフォトグラファ
ー、
カルロ・ジョルジ氏に師事。後、イタリア・中国などで
ウエディング＆イベントプロデューサーとして活躍。現在
は東京と上海を拠点にライフスタイルプロデューサーと
して活躍中。

ジャンフランコ・シモーネ

1955年イタリアはタオルミーナ生まれ。
イタリア、
スペイ
ン、
アメリカと3カ国を巡り、各国語をマスター。各地で俳
優、モデルとして活躍。85年にイタリアに戻り、
自ら所有
する農場で農場経営を学ぶ。95年から拠点を東京に移
し、モデルの他、雑誌やテレビのコーディネイターとして
活躍中。

