2009 年 1 月 9 日
株式会社ノバレーゼ

報道資料
日本庭園付や湖面を望む立地、約 80 年前の洋館、日本初のゴルフ場内結婚式場…

景観・歴史・文化に合わせたデザインの異なる施設を提案

ブライダル施設に特化した建築写真集を発売
～ 写真家･仲佐猛が 12 施設を撮影 ～
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、業界では珍しい、建築様式の視
点で捉えたウエディング施設に特化した写真集「NOVARESE」
（㈱日経 BP 企画発行、
2,800 円（税別）を、2009 年 1 月 16 日（金）から全国の書店で発売します。
安井秀夫氏、佐藤一郎氏、垂見和彦氏といった気鋭のデザイナー
が手掛けた施設は、ブライダル施設を越えた建築物としての価値が
あると判断され、国内外の建築賞を受賞してきました。
ブライダル業界では、多店舗運営をする際、通り一辺倒な白亜調
の婚礼施設で展開する中、当社は“景観に合わせて 1 施設 1 デザイ
ン”という方針のもと、全ての施設を異なるデザイン設計で建設し
ています。
全施設が異なるデザインだからこそ実現できたのが、業界では異例
となる、当社運営物件のみの建築写真集です。

シンプルな表紙

ブライダル施設の新たな可能性を建築写真集として残そうと、日
経 BP 企画社の提案のもと「NOVARESE」を発売する運びとなり
ました。
当社は、2000 年に会社設立後、8 年間で全国各地にデザイン性の
高い、シンプルかつ優美なデザインが特徴の邸宅風の貸切型婚礼施
設ゲストハウス※やホテル・式場など 13 施設を開業しました。
今回の写真集では、各施設の建築デザイナーのコンセプトを添え
ながら、全 12 施設を写真家･仲佐猛氏の写真で伝えます。
初版は 2,500 部で、要望に応じ増刷を予定しています。
※邸宅風の貸切型婚礼施設

業界では異例の
ブライダル施設に
特化した写真集

●当社だから実現したブライダル施設の写真集
当社の施設は、昨今のブライダル業界に多い、白亜調の瀟洒な欧風スタイル一辺倒
のデザインとは異なります。
日本庭園を望む京都の「北山モノリス」や、ゴルフ場の中にある 2,000 坪の敷地が
広がる石川の「アマンダンヴィラ」
、丘の上に建つ神奈川の「アマンダンヒルズ」など、
周囲の景観を借景として捉えた独自性の高いデザイン展開を行っています。
今回の写真集では、新築施設のほか、当社の得意分野でもある既存施設の再生物件
も含め、全 12 施設を紹介します。

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

また、当社のゲストハウスでは、挙式に特別感を演出するため、各施設において完
全貸切のスタイルを提案しており、1 日 2 組の婚礼しか受け付けません。
従って、1 両日に昼と夕方から夜に分けて二回の挙式が執り行われます。
昼夜で全く異なる雰囲気をもたせるため、採光性の高い設計とともに、夜間の照明
演出にもこだわっています。
本書でも、その違いをご覧いただけるよう、全施設とも昼夜のカットを入れ、その
高い演出力、華麗な建築様式と空間を多角的に表現しています。

●ブライダル志望以外の学生に新たな指標を
昨今、当社の施設を見た、ブライダルを志望していない建築学部等の学生からの、
新卒採用の応募人数が増加しています。
当社では、今回の写真集発売で、ブライダルプランナーというイメージの強い業界
に、新たな就職のあり方を提示できるものと期待しています。

●当社施設の特徴
■自然美を活かした異なる外観

■多様な内観建築様式

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

＜写真集 仕様＞
表題
発行元
発売日
価格
サイズ
ページ数
販売チャネル

NOVARESE
㈱日経 BP 企画
2009 年 1 月 16 日（金）
2800 円（税別）
A4 変型
152 ページ （1 店舗 10～12P／再生物件は 1 店舗約 6P）
全国の書店

＜紹介店舗＞
タイプ

モノリスタイプ
（都市型ゲストハウス）

アマンダンタイプ
（郊外型ゲストハウス）
再生物件

施設名
・北山モノリス（京都）
・心斎橋モノリス（大阪）
・大宮モノリス（埼玉）
・葵モノリス（愛知）
・宇都宮モノリス（栃木）
・芦屋モノリス（兵庫）
・アマンダンライズ（静岡）
・アマンダンテラス（愛知）
・アマンダンヒルズ（神奈川）
・アマンダンヴィラ（石川）
・ホテル諏訪湖の森（長野）
・ザ ロイヤル ダイナスティ（埼玉）

デザイナー
安井秀夫
垂見和彦
垂見和彦
垂見和彦
垂見和彦
佐藤一郎（リノベーション）
垂見和彦
佐藤一郎 垂見和彦
佐藤一郎
垂見和彦
垂見和彦
佐藤一郎（リノベーション）

＜当社建築関連の受賞経歴＞
主催

賞
2004 年度 BEST STORE
財団法人店舗システム協会
OF THE YEAR 2004 100 選受賞
200 年度照明普及賞
社団法人照明学会
優秀照明北陸支部長賞
2008 年度北米照明学会賞
北米照明学会

対象物件

建築家

葵モノリス

垂見和彦

アマンダンヴィラ

垂見和彦

北山モノリス

安井秀夫

＜写真家・仲佐猛氏プロフィール＞
1949 年東京都台東区生まれ。1970 年四谷スタジオ入社。1971 年より村山欣平氏に
師事し、1977 年に仲佐写真事務所を設立。
1989 年には株式会社ナカサアンドパートナーズとして法人化。
以来、建築・インテリアの分野において写真家として活躍、現在も 20 名以上のスタ
ッフとともに多忙な撮影スケジュールをこなしている。
また、日本の現代建築やデザイン文化に関するコメンテーターとして、数多くの建
築インテリア関連雑誌に寄稿。国内にとどまらず、海外の著名なインテリア雑誌にも
寄稿している。

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

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

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）
〒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 大阪

●NOVARESE 名古屋

●NOVARESE 京都

●NOVARESE 神戸

●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 HILLS（神奈川県厚木市）

●AMANDAN VILLA（石川県かほく市）

●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）

●つる家（京都府京都市）

●香楽（愛知県名古屋市）

●観季館 二期倶楽部庭内（栃木県那須郡）

●ピエール・ガニエール・ア・東京（東京都港区）

●ホテル ザ・エルシィ町田（東京都町田市）

●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）

●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（大阪府大阪市）

●KITAYAMA MONOLITH（京都府京都市）

●AMANDAN TERRACE（愛知県名古屋市）

●AMANDAN HILLS（神奈川県厚木市）

●AMANDAN RISE（静岡県浜松市）

●ホテル諏訪湖の森（長野県諏訪市）

●TAKASAKI MONOLITH（群馬県高崎市）

㈱ノバレーゼ

本件に関するお問い合わせ先
広報担当：野原 TEL: 03-5524-1199 FAX: 03-5524-1133
E-mail: nohara@novarese.co.jp

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

