
 

2014年 10月 31日 

ノバレーゼ（東証一部） 

旧出雲会館跡地に大型の結婚式場開業 

オリエンタルリゾートをテーマにした神秘的なデザインが特徴 

バリアフリーや授乳室を設けるなど最先端のブライダルを提案 

ウエディングプロデュース・レストラン運営の㈱ノバレーゼ（本社:東京都中央区、浅田剛治社長、東証

一部、資本金：6億円）は、埼玉県大宮駅から徒歩 10分の結婚式場「ザ・ロイヤルダイナスティ」を更地

にし、新たに地上 4階建て延床面積約 2100㎡の大型の結婚式場を、2014年 11月 1日（土）に開業

します。名称は「ザ・ロイヤルダイナスティ」を継承します。 

新規開業する「ザ・ロイヤルダイナスティ」は当社が本州で運

営する式場のなかで、延べ床面積が最も広い大型店舗です。

館内には 120人と 102人を収容する 2つの披露宴会場とチャ

ペル、神殿、ドレスショップなどを設けます。 

全館バリアフリーで、参列者のお子さまに配慮し各バンケット

近くに授乳室を設けるなど、昨今の式場に求められる最新鋭の

設備を施しています。 

元々は地元で親しまれた旧出雲会館跡地 

「ザ・ロイヤルダイナスティ」はもともと、地元で約 40年間愛された婚礼式場「出雲会館」を当社が、外

観はそのままに内装を和モダンな空間に改装し、2004年 9月に同名の「ザ・ロイヤルダイナスティ」とし

て開業しました。歴史ある外観と最先端の和モダンな内装デザインが評判で、改装後 1年で挙式組数

約 2.2倍、売上約 3倍まで引き上げるなど、人気を博しました。 

この度、再生から 10年の節目に、変わりゆく新郎新婦の嗜好に合わせて、新規建物として開業しま

す。建物には大宮の歴史を感じさせる、50年前から続く出雲大社の分社である神殿（1F、着席 40人収

容）を残し、街に残る文化も継承します。 

天井高約 7mの会場、列席者の頭上から新郎新婦入場 

披露宴会場は着席で 102人収容（約 203㎡、1F）出来る

DINER(ダイナー)と 120人収容（約 237㎡、2F）出来る JADE

（ジェイド）の 2つです。JADEは吹き抜け構造（3階・4階）で、

天井高は 7mと高く、開放的で広い空間です。会場内には大階

段を設けており、新郎新婦が列席者の頭上から入場する演出も

可能です。230 インチの巨大スクリーンを設置しており、昨今流

行のビデオ演出を迫力ある大画面で楽しめます。 

DINERは式場では珍しいオープンキッチンを採用しており、料理人が調理する臨場感あるパフォー

マンスもお楽しみいただけます。

報道資料 



 

JADEは壁のモチーフやダークな色調が特徴のオリエンタルなデザインで、DINERは暖かみのある

ウッドの使用が特徴のナチュラルなデザインと区別しており、新郎新婦の好みでお選びいただきます。 

浮かび上がる十字架が特徴のチャペル 

チャペルは四方を純白色にしたクラシックな内装です。高さ 7m と

高い天井には光沢のあるブロンズ色の鉄製のアーチを架け、荘厳な

空間を演出します。祭壇越しの曇りガラスは裏から照らす LED ライト

で十字架が浮かび上がるような幻想的なデザインです。着席は最大

90人の大型挙式に対応します。 

80着を揃えるドレスショップも併設 

4Fにはドレスショップ「エクリュスポーゼ大宮店」も引き続き併設します。ドレス 80着を揃え、フィッティ

ングルームも 2部屋を設けます。 

料理は和洋折衷かフランス料理からチョイス 

料理は和洋折衷かフランス料理から選べます。 

施設概要 

施 設 名  ザ・ロイヤルダイナスティ 開 業 日  2014年 11月 1日（土） 

住 所  〒330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町 1-61 

交 通  JR「大宮駅」東口から徒歩 10分 

営業時間 平日：12:00～20:00、土日祝日：10:00～20:00、定休日：水曜 

面 積 敷地面積：1,104.54㎡(334.12坪) 延床面積：2,106.41㎡(637.18坪) 

 バンケット：1F/203.32㎡(61.50坪)、2F/236.58㎡(71.56坪) 

 チャペル：110.64㎡(33.46坪) 神殿：59.86㎡(18.10坪) 

収容人数 バンケット：1F/102人、2F/120人 チャペル：90人 

デザイン ㈱エイジ 施 工  株式会社佐伯工務店 

チェック時間 50台 投 資 額  約 7.5億円 

売上目標 年間約 8億円 目標組数 年間約 200組 

電 話  048-643-4188 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://produce.novarese.jp/trd/ 



 

会社概要 

【社 名】 株式会社ノバレーゼ［英文社名］NOVARESE, Inc.［証券コード］東証一部（2128） 

【住 所】 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目 8 番 14 号 銀座 YOMIKO ビル 4F 

【電 話】 03-5524-1122（代） 【設 立】 2000 年 11 月 1 日 

【資 本 金 】 608,825 千円 （2013 年 12 月末） 【代 表 者 】 代表取締役社長 浅田剛治 

【従業員数】 1572 人（連結）、1381 人（単体） ※いずれもパート・アルバイト含む（2014 年 6 月末） 

【売 上 高 】 2013 年 12 月期 138 億 9,400 万円（連結） 

【事業内容】 ブライダル事業（婚礼プロデュース部門、婚礼衣裳部門、レストラン部門）、レストラン特化型事業 

【連結子会社】 株式会社タイムレス（コンサルティング事業）、株式会社 MARRY MARBLE（婚礼演出映像・写真）

株式会社花乃店千樹園（婚礼装花）、上海娜珀蕾丝餐饮管理有限公司（レストラン運営） 

NOVARESE KOREA INC.（レストラン運営） 

事業内容 

■ ブライダル事業  

（婚礼衣裳部門) 

NOVARESE シンプルでモダンなデザインの高級ウエディングドレスのレンタル、販売 

e c r u s p o s e  華やかでキュートなデザインのウエディングドレスのレンタル、販売 
 

（婚礼プロデュース部門) 

モノリスタイプ 
都市の中心地や閑静な住宅街など利便性の良い地域を対象に、洗練された都会的イメー

ジと、高級感を演出するシンプルでスタイリッシュな内外装や空間建築を特徴とする施設 

アマンダンタイプ 
都市郊外で自然の景観に恵まれた地域を対象に、くつろぎと開放感のある高級リゾート感

のあるウエディングを演出する、自然を活かした郊外型建築を特徴とする施設 

再 生 施 設 
歴史的・文化的価値があり利便性の良い高付加価値建造物や、旧来型のホテル・専門式場

を当社の開発・運営手法を投入し、蘇らせた施設（下記【再】） 

中価格帯施設 
平均婚礼費用を上記 3 タイプより 4 割程度抑えた中価格帯施設。既存の式場･ホテル･ゲス

トハウスを改装する再生物件に特化 

業 務 提 携 レストランや料亭との提携施設で挙式・披露宴やパーティの受託運営（下記【提】） 
 

（レストラン部門) 

レストラン事業 休日の披露宴や平日のレストラン営業における飲食事業を運営（下記【R】） 

 

■ レストラン特化型事業  

挙式・披露宴を行わないレストラン特化型の店舗を運営（下記【R のみ】） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

㈱ノバレーゼ 広報担当：野原 TEL: 03-5524-1199 FAX: 03-5524-1133 

E-mail: nohara@novarese.co.jp 

Serafina NEW YORK Hapjeong Seoul【Rのみ】 ：通常のレストラン営業

Serafina NEW YORK Samseong Seoul【Rのみ】 ：夏季限定営業

MITAKI【Rのみ】 フレアージュ スウィート ：各種宴会時のみ営業

SHARI MODERN JAPANESE CUISINE【Rのみ】

ecruspose新潟店

NOVARESE金沢 新潟モノリス【R宴・夏季】

アマンダンヴィラ 金沢【R宴】 ecruspose高崎店

辻家庭園～前田家家老旧横山家迎賓館～【再】【R】 高崎モノリス【R宴】

NOVARESE京都 ザ ロイヤル ダイナスティ伊勢崎【再】【R宴】

北山モノリス【R】 ecruspose宇都宮店

NOVARESE神戸 つる家【提】 宇都宮モノリス【R宴】

芦屋モノリス【再】【R】 ecruspose大宮店

姫路モノリス【再】【R宴・夏季】 大宮モノリス【R宴・夏季】

ジェームス邸【再】【R】 ザ・ロイヤル ダイナスティ【R宴】

NOVARESE大阪 Serafina NEW YORK さいたま新都心店【Rのみ】

心斎橋モノリス【R宴・夏季】 NOVARESE銀座

旧桜宮公会堂【再】【R】 SHARI THE TOKYO SUSHI BAR【Rのみ】

NOVARESE広島 Serafina NEW YORK 丸の内店【Rのみ】

広島モノリス【R宴・夏季】 RESTAURANT IRIÉ LE JOYEUX【Rのみ】

三瀧荘【再】【R】 Jean-Georges Tokyo【Rのみ】

NOVARESE福岡 ecruspose長野店 名称未定（2014年冬開業）

天神モノリス【R宴・夏季】 アマンダンスカイ【R宴・夏季】 NOVARESE横浜

フレアージュ桜坂【R】 NOVARESE名古屋 アマンダンヒルズ【R宴・夏季】

葵モノリス【R宴・夏季】 アマンダンブルー鎌倉【R宴・夏季】

アマンダンテラス【R宴・夏季】 横浜モノリス【R】

ecruspose浜松店

アマンダンライズ【R宴・夏季】

中国 上海
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