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演出･デザイン性･コストに利点

式場照明にＬＥＤダウンライトを導入
“華やかでエコ”な式場に
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、高い天井が特徴のデザイン性
を重視した当社バンケットを、より有効的な空間として活用するとともに、より高度な
照明演出を実現するため、従来のハロゲンダウンライトに替え LED ダウンライトを新
たに導入します。
今回導入する LED ダウンライトは、明るさを自
在に調節できるものと、明るさに加え色温度も制御
できるものの２種類です。
LED ダウンライトは天井に埋め込む形で設置し、
アクリルのリングに反射させています。天井から吊
るすタイプの照明ではないため、高い天井からなる
広い空間をより有効的に活用することが可能になり
ます。
光の微調整ができる照明を天井全体に敷き詰める
ことで、披露宴の照明演出に華やかさとで今までに
ない劇場性を持たせることができます。
また色温度の調整が可能な LED ダウンライトで、
演出に応じて暖かな色合いや涼しげな色合いを出す
ことが可能となります。
通常、照明は一定の間隔で天井から吊るされてい
るため、バンケットのレイアウトを変更すると、前

天井から照明を吊るさないので、
会場がより広い空間に。光が波
打つように演出するアクリルの円
筒を配置。写真は高崎モノリス。

テーブルを一定の明るさに保つのは困難でした。
今回は天井全体に一定間隔で LED ダウンライト
を敷き詰めることにより、お客様に応じてどのようなレイアウトで会場づくりをしても、
各テーブルに照明をあてることが可能となります。
また LED ダウンライトは、通常のハロゲンダウンライトに比べ消費電力が低く寿命
も長いため、今回のバンケットをハロゲンダウンライトで構成した場合と比較すると、
年間で電力量を約 85%、設備メンテナンス費を約 74%削減することができます。
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当社は、今回の LED ダウンライト導入に際し、照明の配置や演出をさらに進化させ
るため、照明デザイナー・武石正宣氏を迎えます。武石氏は、国立科学博物館新館を手
掛けた照明デザイナーで、当社の披露宴スタイルを、さらに斬新なものへとプロデュー
スしてくれます。同氏の演出をブライダルプランナーが使い勝手良く操作できるように、
リモートコントール式の基板も開発しました。
LED ダウンライト導入の第一弾は、2008 年 12 月 8 日（月）に群馬県高崎市にオー
プンする「高崎モノリス」です。
オープン後の状況を検証し精度をあげ、今後出店する店舗でも積極的に導入します。
また、既存の店舗でも、順次進めるリニューアルに際し、導入を検討します。

★デザイン性維持と演出効果アップ双方の実現が可能
近年、バンケットは広がりのある空間を求め、より高い天井へと移行してきました。
特に当社のバンケットは、平均で 5.6m の天井高を持ち、シンプル・モダンな施設設
計が特徴です。また、デザイン性を優先させるため、華美な照明を極力排除しています。
従って、通常の照明では、空間として陰影のないのっぺりとした体育館のような雰囲
気になりがちでしたが、当社では存在感のある大きなペンダントライトを吊るすなど、
空間にアクセントをつけて対応してきました。
その一方で、天井から吊るすタイプの照明は、空間の広がりや自由度を阻害している
と当社では捉えていました。
また、当社のウエディング施設は、平日はランチ・ディナーのレストランとして運営
しているほか、企業や団体の展示会場としてもご利用いただいています。婚礼の演出と
同様に、それら様々なシチュエーションごとに会場レイアウトが異なるため、全てのニ
ーズに対応できる照明を検討していました。
昨今、急速に発達する LED 照明が、当社の式場づくりの要望を満たすものであり、
天井に埋め込むことで、デザイン性を最大限活かした広い空間を確保でき、婚礼の照明
演出をより追及することが可能と判断、業界では先がけとなる今回の導入に踏み切りま
した。
他社にない店舗設計・環境・設備に加えて、照明演出を充実させることで、婚礼スタ
イルのさらなる進化を目指します。

★１バンケット約 74％の設備費削減が可能
当社バンケットでは、設置してきたハロゲンダウンライトは定格寿命が 3,000 時間で
あり、１日 8 時間使用で寿命が約 1 年のため、その都度取り替える必要がありました。
天井が高いため簡単に取り替えることができず、交換作業は可動式の足場を組まなけ
ればなりません。
LED ダウンライトの定格寿命は 40,000 時間とハロゲンダウンライトの約 13 倍であ
り、照明本体コストに加え、交換作業に発生する施設維持費を削減することが可能です。
高崎モノリスのバンケットを全てハロゲンダウンライトで構成した場合と比較した
試算では、1 バンケット当たり約 74%の大幅なコストダウンが想定されています。
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★１バンケット約 85％の電力をカット
LED ダウンライトは電力使用量が低く、バンケットを全てハロゲンダウンライトで
構成した場合と比較した試算では、約 85%の省エネルギーになる想定です。
今後も、当社の理想を追求するとともに、環境にも配慮したブライダルを提案できる
よう、新たな施設設計を目指します。

★高崎モノリスでのＬＥＤダウンライトの設置内容
2008 年 12 月 8 日（月）に群馬県高崎市にオープンする高崎モノリスには、天井全体
に、光の強弱が可能な 250 個の LED ダウンライトを設置します。
それらを 15 のグループに分割し、グループごとに明るさを調整することができます。
各グループのダウンライトをオン･オフにするだけでも、約 33,000 通りの照明パター
ンをつくり出せます。
また、色温度の制御も可能な 12 個の LED ダウンライトをバランスよく設置し、演
出に応じて暖かな色合いや涼しげな色合いを出すことが可能です。
バンケットの天井面積は 261 ㎡で、1 ㎡あたり 1 個という細やかな照明設置で、様々
な演出を行います。
今後は、前菜やメイン料理に合わせた光の演出も検討でき、新郎新婦の人生のメイン
イベントをより印象的なものに発展させていきます。
高崎モノリスに関して
「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。
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。
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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
㈱ノバレーゼ 広報担当：野原

共同 PR㈱ 担当：澤本、澤、小松

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

TEL:03-3571-5238 FAX:03-3571-5380
携帯:090-5160-5714（澤本）
E-mail: t-sawamoto@kyodo-pr.co.jp（澤本）
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