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赤城牛・尾瀬だいこん・県産の豚など地元食材を使用
オープンキッチンを併設した、日本庭園を望むレストラン

貸切型の婚礼施設「高崎モノリス」問屋町に OPEN
グランドオープン：2008 年 12 月 8 日（月）
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:東京都港区、浅田
剛治社長、マザーズ上場、資本金:5 億 8 千万円）は、群馬県初出店となる、完全貸切型
の婚礼施設「高崎モノリス」を、高崎市貝沢町にて 2008 年 12 月 8 日（月）にオープ
ンします。
「高崎モノリス」は、約 3400 ㎡内に、日本庭
園を配した“和モダン”をデザインコンセプト
にした施設です。土日祝日は昼夜各 1 組限定の
貸切型婚礼施設として、平日はランチ限定のレ
ストランとして営業します。
レストランのダイニングは、調理シーンの臨場
感が伝わるオープンキッチンにするほか、日本
庭園が一望できるガラス張りになっています。
昼は開放感ある自然美を、夜はライトアップさ

桜・もみじが植えられた日本庭園

れた幻想的な庭園をお楽しみいただけます。
食材は厳選された世界各地の素材のほか、赤城
牛や尾瀬だいこん・尾瀬トマト、群馬県産の和
豚など、地元の食材をふんだんに取り入れ、地
産地消のメニューを多数展開します。

“和モダン”がテーマの施設

チャペルは、池に浮かぶように設計された、全面ガラス張りの独立型チャペルです。
天井の窓から差し込む光が、白い床に反射する透明感のある空間です。
当社は、群馬県初出店の候補として北関東エリア最大級の商圏である高崎市を選定、
前橋市・桐生市・伊勢崎市・太田市・県北エリアからの挙式者が増えている同市に、他
社にない店舗設計・環境・設備・レストラン展開で、顧客拡大を目指します。
お客様に施設をより具体的にイメージしていただけるよう 3DCG のバーチャル映像
を当社ホームページ上で紹介し、「まだ完成していない場所で式を挙げるのは不安」と
いったお客様が安心して挙式していただけるよう準備を進めてきました。

★日本庭園を望むオープンキッチンのレストラン
敷地内には、もみじと桜の木、池を配置した自然豊かな日本庭園を設けます。ダイニ
ングやチャペル、ラウンジ等の庭園側をガラス張りにし、開放感ある空間を演出します。
http://www.novarese.co.jp/

採光性のある設計で、日中は陽射しに包まれた空間を、夜はライトアップで幻想的な
和の空間をお楽しみいただけます。
厨房は、作り手の臨場感をお楽しみいた
だけるオープンキッチンを採用します。一
般的に「披露宴の料理は冷たい」と言われ
るブライダル業界において、参列する方へ

臨場感溢れるオープンキッチン

の最高のパフォーマンスを提供し、料理でも競合他社とのクオリティーの差別化を図り
ます。
また平日にレストラン運営することで、地元のお客様に愛される店舗展開をすすめる
とともに、挙式後も新郎新婦の思い出の場所として訪れていただくことができる場所を
提供して参ります。
夜は企業パーティーなどのイベント催事場として、土日週末は結婚式場として、お客
様に幅広いサービスを提供します。

★水路に囲まれたガラス張りのチャペル
チャペルは、都内で人気の水に囲まれた全面ガラス張りの独立
型チャペルです。中に入ると四方から入る光と真っ白の祭壇と床、
透明の椅子が幻想的な世界をつくります。周りは水と木々に囲ま
れており、祭壇の奥に広がる日本庭園や向かって右に配置した滝
が、幻想的な中に和心を感じさせる、洗練されたチャペルです。
庭にはナノミストを生じさせる機器を設置しており、霧の演出
で幽玄な雰囲気を演出します。

昼夜で雰囲気が異なるチャペル（イメージ）

★日本屈指のレストラン「キハチ」の元シェフが料理長
日本屈指のレストラン「キハチ」での修行をはじめ、皇室御用達の
長野の「ホテルハイジ」やフランスのレストラン「レ・ブルターニュ」
などで修行した早川幸光が料理長を務めます。
「水のおいしい日本では、いい食材が育つので、欧米のように凝っ
た味付けで素材のよさを隠してしまうのはもったいない」と語る同氏
が、世界の食材から地元の食材まで、自然の持つ味を最大限引き出し
た料理を提供します。

★地元食材で地産地消のメニュー多数
世界各国から厳選した食材のほか、群馬県産の赤城牛や和豚、尾瀬
だいこん、尾瀬トマトなど、地元食材をふんだんに取り入れた地産地
消のメニューを展開します。
料理長の早川が、地元に根ざしたレストランを目指すため、今後群
馬県各地から食材を吟味し、より多くのご当地メニューを季節ごとに
提供します。

右）早川シェフと提供する料理（イメージ）
http://www.novarese.co.jp/

★3 人の気鋭デザイナー
本施設のデザインは、気鋭の建築家・照明デザイ
ナー・造園家の 3 人が、現代建築の最新技術を形に
した“和モダン”な様式です。
建築と内装は現代建築の最先端をいく上海でも活
躍する垂見和彦氏、照明は国立科学博物館新館を手
掛けた照明デザイナー・武石正宣氏、日本庭園は比
叡山延暦寺阿弥陀堂など日本人の心に響く庭作りを
続ける京都の久保造園が手掛けます。
ダイニング・Bar ラウンジ・テラス・控え室・着
替え室・プライベートテラスに加え、洗練されたチ
ャペル、和の開放感を与える日本庭園など、空間・
照明・庭が美しく融合したデザインが特徴です。

和と洋が融合した美しい建築

★ブライダル業界注目の高崎マーケット
当社調べでは、高崎市は挙式するカップルの市外流出が少なく、かつ前橋市・桐生市・
伊勢崎市・太田市・県北エリアなど市外からの流入が多いエリアです。高崎市がブライ
ダル業界において群馬県で注目の集まっているエリアと判断、この度、本県に初出店す
る運びとなりました。
営業時間
料理内容
コース料金
メニュー例

備考

レストラン概要（平日ランチのみ）
11：00～15：00（LO 14：00）
フランス料理をベースに、和の素材や手法も加えた創作料理
2,000 円 3,500 円 5,000 円
○飛騨牛サーロインの黒コショウ焼き シンガポールソース
○群馬県産 和豚もちぶたのしゃぶしゃぶ ジンジャーソース
○群馬県産 赤城牛フィレ肉のグリルとシェーブル バルサミコソース
○イベリコ豚の生ハム ローズジャム添え
○炙り真鯛のお刺身風サラダ ゆずソース
○トラフグのてっさ風サラダ ビーツソース
○本マグロのカリフォルニアロール 豆板醤マヨネーズ
○琵琶アワビのポワレ ジェノベーゼ風
○ズワイ蟹とキタアカリ シャンパンソース
クリスマス営業
12/24（水）
・12/25（木）の 2 日間はディナー営業をします
[営業時間]18:00～22:30（LO21:30） [コース料金]10,000 円
高崎モノリス

開発・運営管理
住所
施設概要

お問合せ先

概要

㈱ノバレーゼ
群馬県高崎市貝沢町 732
□ 敷地面積：3422.51 ㎡
□ 延床面積：1251.09 ㎡
□ 建物構造：重量鉄骨造 二階建て
□ 設
計：㈱ラダックデザインアソシエイツ
電話：027-361-9966
http://www.novarese.co.jp/

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］東証マザーズ 2128）

【住
所】
【設
立】
【資 本 金】
【代 表 者】
【従業員数】
【売 上 高】
【事業内容】

〒106-0041 東京都港区麻布台 1-7-2 神谷町サンケイビル 3F TEL03-5549-9922
2000 年 11 月 1 日
580,719 千円（2008 年 9 月 30 日現在）
代表取締役社長 浅田剛治
613 名（パート・アルバイト含む／2008 年 9 月 30 日現在）
2007 年 12 月期 77 億 6,580 万円
婚礼プロデュース事業、婚礼衣裳事業、ホテル・レストラン事業

婚礼衣裳事業
【NOVARESE】 高級イタリアン・ウエディングドレスの専門店
●NOVARESE 青山
●NOVARESE 銀座
●NOVARESE 横浜
●NOVARESE 名古屋
●NOVARESE 京都
●NOVARESE 神戸

●NOVARESE 大阪
●NOVARESE 金沢

【ecruspose】 若い女性をターゲットにしたウエディングドレスのセレクトショップ
●ecruspose 大宮店
●ecruspose 宇都宮店
●ecruspose 浜松店
●ecruspose 諏訪店
●ecruspose 高知店
●ecruspose 町田店
●ecruspose 高崎店※2008 年 10 月 18 日オープン

婚礼プロデュース事業
【モノリスタイプ（都市型ゲストハウス）】
●AOI MONOLITH（愛知県名古屋市）
●ASHIYA MONOLITH（兵庫県芦屋市）
●OMIYA MONOLITH（埼玉県さいたま市）
●UTSUNOMIYA MONOLITH（栃木県宇都宮市）
●SHINSAIBASHI MONOLITH（大阪市中央区）
●KITAYAMA MONOLITH（京都府京都市）
●TAKASAKI MONOLITH（群馬県高崎市）※2008 年 11 月 29 日オープン
【アマンダンタイプ（郊外型ゲストハウス）】
●AMANDAN TERRACE（愛知県名古屋市）
●AMANDAN VILLA（石川県かほく市）

●AMANDAN HILLS（神奈川県厚木市）
●AMANDAN RISE（静岡県浜松市）

【再生物件】
●THE ROYAL DYNASTY（埼玉県さいたま市）

●ホテル諏訪湖の森（長野県諏訪市）

【業務提携】
●LAWRY'S THE PRIME RIB,TOKYO（東京都港区）
●香楽（愛知県名古屋市）
●ピエール・ガニエール・ア・東京（東京都港区）
●アークヒルズクラブ（東京都港区）
【ホテル・レストラン事業】
●AOI MONOLITH（愛知県名古屋市）
●OMIYA MONOLITH（埼玉県さいたま市）
●SHINSAIBASHI MONOLITH（大阪府大阪市）
●AMANDAN TERRACE（愛知県名古屋市）
●AMANDAN RISE（静岡県浜松市）

●つる家（京都府京都市）
●観季館 二期倶楽部庭内（栃木県那須郡）
●ホテル ザ・エルシィ町田（東京都町田市）

●ASHIYA MONOLITH（兵庫県芦屋市）
●UTSUNOMIYA MONOLITH （栃木県宇都宮市）
●KITAYAMA MONOLITH（京都府京都市）
●AMANDAN HILLS（神奈川県厚木市）
●ホテル諏訪湖の森（長野県諏訪市）

報道関係者様からの問合せ先
株式会社ノバレーゼ

広報担当：野原

TEL:03-3560-7330 FAX:03-3560-7331
E-mail: nohara@novarese.co.jp

共同 PR 株式会社

担当：澤本、澤、小松

TEL:03-3571-5238 FAX:03-3571-5380
E-mail: t-sawamoto@kyodo-pr.co.jp（澤本）

http://www.novarese.co.jp/

【補足資料】
3DCGでの施設案内に関して
当社は、完成前の式場を自宅のパソコン上で施設見学が可能なサービスとして、3DCG のバー
チャル映像を当社ホームページで紹介しています。
昨今、ブライダル業界では、披露宴を行う建物にチャペルやレストランを併設し、一組限定で自
分達だけの式を挙げる“ゲストハウス”の人気が高くなっており、全国でも次々と“ゲストハウス”が新
設されています。しかし「ゲストハウスがどのようなものかイメージできない」という両親の声や「まだ
完成していない場所で式を挙げるのは不安」「実物が完成前のイメージと違う」といった新郎新婦の
声がありました。
また、チェーン展開したような、白亜調でヨーロピアン一辺倒なデザインの“ゲストハウス”が多い
中、当社は「地域の環境・文化・歴史を施設と融合させ、世界で唯一のウエディング施設を創造す
る」という理念に基づき、他には無い“ゲストハウス”を建設しています。
そのため各地域の施設が、全く異なったデザインコンセプトで、同型タイプの施設見学が出来な
いため、完成後のイメージをよりリアルに伝える事のできる有効的な手段が必要でした。
そこで、当社では、大型建築物や新築マンションの案内などに積極的に取り入れられている、
3DCG による施設案内サービスを導入しています。
本サービス導入により、独自性やオリジナリティが高い唯一のウエディング施設を、完成前に事
前下見していただくことで、お客様の不安解消に役立っています。
作成した 3DCG は、デザイナーの意見を忠実に再現しており、施設までのアプローチや、施設
内の天井の高さといった、模型や平面図では捉え難かった立体的な全体図を視覚的に捉えてい
ただけます。また、全体を新郎新婦の目線の高さで作成し、かつエントランスへのアプローチから
披露宴会場まで挙式当日のコースを辿るため、臨場感を持って、実際に挙式した感覚でご覧にな
っていただけます。
新郎新婦のほか、式に参列される全ての方が、施設のイメージをより鮮明に描いていただける利
点があります。
自宅で会場の全体イメージを把握していただき、新郎新婦へのロマンチックな演出や、シチュエ
ーション作り、催しものの企画等のためにお役立ていただいています。
本サービスは、2006 年 4 月 29 日にオープンの「アマンダンヒルズ（神奈川県・厚木市）」の婚礼
相談時より採用し、採用後は、お客様の施設を決定する確率が、通常の 1.5 倍に伸びました。
高崎モノリスの 3DCGの流れ
施設の俯瞰から、エントランス・控え室・チャペルへのアプローチ・チャペル内・レストランへとお客様目
線で映像が流れます。夜のイメージも入れ、昼夜の挙式双方を具体的にイメージしていただけます。

http://www.novarese.co.jp/

