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試着 3 着まで可能、留袖・モーニングなど約 400 着を都内から全国発送

親族向け衣裳のレンタル事業開始
「ノバレーゼフォーマルセンター」を八丁堀に設立
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、親族向けの留袖やモーニングの
レンタル衣裳サービスを、2009 年 2 月 14 日（土）から開始します。
本サービスは、都内中央区八丁堀に新設する「ノバレーゼフォーマルセンター」で、
留袖・モーニングなど親族向けの衣裳約 400 着を管理、お客様の注文に合わせて全国
に発送するレンタル衣裳サービスです。
昨今、親族衣裳を購入しない家庭が増えるなか、運営するドレスショップでも、約
6 割のお客様から留袖やモーニングの貸し衣裳に関する問い合わせがあり、ご要望さ
れるお客様には、各ドレスショップ近隣の衣裳店をご案内してきました。
弊社は、今後も同需要が堅持さらには増加すると判断し、同サービスを内省化、ブ
ライダル衣裳全てをサービスできる環境を整えます。
揃える留袖は 150 種類 200 着で平均価格帯は 47,250 円を想定、モーニングは 3 種
類約 200 着で価格は 21,000 円です。
サービスの案内は、2009 年 2 月 14 日（土）から、弊社のドレスショップ全 15 店
舗で開始、年間の衣裳受注組数約 3800 組の両家約 7600 組をメインターゲットに販売
します。
今後は、弊社ホームページ上に専用サイトを設け、全国各所から受注できるシステ
ムを構築します。
マーケットニーズ
ウエディングドレスのレンタル数は年々増加傾向にあり、首都圏ではその割合が約
82%となっています。また、新郎新婦がウエディングドレスを探す際に訪問する店舗
数は、1 店舗の方が約 60%を占めています。1 店舗で、新郎新婦のドレス・タキシー
ドのほか、両親の留袖・モーニングをレンタルし揃える傾向が高まっています。
データは「『ゼクシィ結婚トレンド調査 2008』ブライダルマーケット編・首都圏」

●自宅で 3 着まで無料試着可能
新婦のウエディングドレス同様、母親も留袖のデザインやサイズ、発色や質感等に
こだわりを持っています。
今回のサービスは、ドレスショップ各店舗に留袖・モーニングを揃えず、都内に設
置した「ノバレーゼフォーマルセンター」からお客様へ発送する方式です。
従って、初回の試着 3 着までは無料でお送りするサービスを整えます。
http://www.novarese.co.jp/

貸し出し期間は 2 泊 3 日で、送料は全国無料です。ご返却時のお手入れの必要はな
く、着払いで同センターまで郵送していただきます。
2 回目以降の試着を希望される方は、1 枚につき 1,050 円で承ります。
ご自宅での試着で、周囲を気にせずゆっくりと、お気に入りの衣裳をお選びいただ
けます。
ご試着の貸し出しは留袖のみで、帯・小物・襦袢などは対象外です。
しみ・汚れが付いた場合のみ、クリーニング費をいただきます。
試着の希望がない、カタログのみからご注文いただいたお客様には、30%オフでご
案内いたします。

●注文から試着、返却まで
弊社が運営する 15 のドレスショップで、スタッフがサービスをご案内します。カタ
ログから、お好みの衣裳をお選びいただき、ドレスショップ内で料金をいただきます。
その後、専用 FAX 用紙に必要事項をご明記の上「ノバレーゼフォーマルセンター」
にお申込みいただきます。
申込み後、約１週間後を目処に、ご自宅に希望商品をお届けします。
使用後、3 日以内に、同センターまで着払いで返却いただきます。
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●本サービス開始の背景
現在まで親族向け衣裳を展開していなかった理由の一つは、白を基調とした美しい
ウエディングドレスと一緒に、伝統的デザインで黒が基調の留袖を並べる事が、ドレ
スショップのイメージを変える点です。新郎新婦が、ウエディングドレスのみをゆっ
たりと選んでいただけるよう努めてまいりました。
二つめは、弊社ドレスショップでは、多種類で高品質のドレスを販売している点で
す。特に、高級イタリアン・ウエディングドレスの専門店「NOVARESE」では、オ
リジナルドレスのほか、提携するイタリアのアトリエ数十社などからドレスを 1 着ご
とに選別し多数取り揃えています。世界でも最高級とされるイタリア製のウエディン
グドレスはクオリティの高いシルクのため、繊細で取扱いには十分な配慮が必要です。
また、サイズもミリ単位でそろえるため、お客様へのサポートにも最新の注意を払っ
ています。
http://www.novarese.co.jp/

ドレスの十分な知識と、繊細な商材の徹底した保管・管理、丁寧な接客サポートを
考えると、留袖の販売より現状のサービスをさらに充実させる事を、優先としてきま
した。
しかし、お客様の約 6 割からの要望から、さらなる顧客満足向上が必須であると判
断し、商品一元化でのレンタルサービスを開始する運びとなりました。

●WEB でのオンライン販売も視野
各ドレスショップでの案内開始後、サービスの見直し、お客様のご要望の付加等を
検討し、今後は、当社ホームページ上に本サービスの専用ページを設け、販売体制を
強化し事業を拡大します。

●ノバレーゼのウエディングドレス店に関して
新郎新婦の衣裳は、高級イタリアン・ウエディングドレスの専門店「ノバレーゼ」
と、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「エクリュ
スポーゼ」の 2 ブランドを展開しています。
政令指定都市を中心に「ノバレーゼ」を 8 店舗、首都圏近郊都市を中心に「エクリ
ュスポーゼ」を 7 店舗オープンしています。
ノバレーゼフォーマルセンター
営業時間

11:00～20:00（平日）

業務開始日

2009 年 2 月 14 日（土）

レンタル種類

留袖／約 150 種類 200 着

概要

10:00～20:00（土日祝）

モーニング／3 種類約 200 着
小物（長襦袢・帯・伊達締め・帯板・腰ひも・バッグ・草履・コーリンベルト･
末広･帯揚げ･帯締め）／約 100 点

料金

留袖／21,000 円～126,000 円（税込）[平均価格帯 47,250 円（税込）]
モーニング／21,000 円（税込）
※試着希望のないお客様は 30%OFF

サイズ

留袖／M 寸・L 寸・T 寸
モーニング／Y 体～E 体

販売方法

運営するドレスショップ各店舗で予約・入金後、当センターから発送

住所

東京都中央区八丁堀 2-25-5 ヤマソービル 1F

面積

146.56 ㎡（44.33 坪）･1F（駐車場 1 台含む）

設置費用

1,153 万円
[内容]衣裳新規購入費・配送ケース費・その他什器備品費・移転関連費

店舗貸主

ヤマソービル有限会社

お問合せ先

電話：03-5114-9939

備考

・初回のご試着のみ 3 着まで無料
・２回目以降のご試着は 1,050 円／枚で貸し出し
・貸し出し期間は 2 泊 3 日
・試着の貸し出しは留袖のみ

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（名古屋市東区）

●ASHIYA MONOLITH（兵庫県芦屋市）

●OMIYA MONOLITH（さいたま市大宮区）

●UTSUNOMIYA MONOLITH（栃木県宇都宮市）

●SHINSAIBASHI MONOLITH（大阪市中央区）

●KITAYAMA MONOLITH（京都市左京区）

●TAKASAKI MONOLITH（群馬県高崎市）
【アマンダンタイプ（郊外型ゲストハウス）】
●AMANDAN TERRACE（名古屋市天白区）

●AMANDAN HILLS（神奈川県厚木市）

●AMANDAN VILLA（石川県かほく市）

●AMANDAN RISE（浜松市中区）

【再生物件】
●THE ROYAL DYNASTY（さいたま市大宮区）

●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（京都市左京区）

●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・ガニェール・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
【ホテル・レストラン事業】
●AOI MONOLITH（名古屋市東区）

●ASHIYA MONOLITH（兵庫県芦屋市）

●OMIYA MONOLITH（さいたま市大宮区）

●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）

●AMANDAN TERRACE（名古屋市天白区）

●AMANDAN HILLS（神奈川県厚木市）

●AMANDAN RISE（浜松市中区）

●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/

