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日本庭園と都市型近代建築が融合した
婚礼施設「高崎モノリス」
「第 17 回 BEST STORE OF THE YEAR」優秀賞を受賞
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、マザーズ上場、資本金:5 億 8 千万円）が運営する婚礼施設「高崎モノリ
ス」が、
「 21世紀対応の店舗」という評価を受け、
「第 17 回 BEST STORE OF THE YEAR
（主催:（財）店舗システム協会）」の複合商業施設･大型店部門の優秀賞を、2009 年 3
月 5 日（木）に受賞しました。
「高崎モノリス」は、群馬県高崎市に 2008 年
12 月 8 日（月）にオープンした、昼夜各 1 組限
定の貸切型婚礼施設（ゲストハウス）です。
ゲストハウス型のブライダルでは、白亜調･ヨ
ーロッパ風の建物が多い中、高崎モノリスは 和
モダン をデザインコンセプトに日本庭園を設置、
建物はモノトーンを基調とした都市型の近代建
日本庭園の和と近代建築が融合

築です。
シックで大人な雰囲気

や 他にはないこだわりのあるブライダル を望む 20 代

後半から 30 代の新郎新婦をターゲットに、新たな

大人ウエディング

のマーケット

を提案しています。

■「高崎モノリス」施設の特徴
○日本庭園と都市型近代建築が融合
施設全体を、上毛三山の山並みや町を流れる三本の
河川など、周囲を囲む雄大な自然美を抽象的に表現し、
風や雲、空、降り注ぐ光など、自然を無意識に感じて
いただける空間です。
約 3400 ㎡の敷地内には、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、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。
外観は、建物内で何が行われているのかと通行者の
興味を引きつけるよう、敢えてストーリー性を持たせ
ずシンプルながらもシンボリックに仕上げています。
施設内の核となる婚礼会場は、天井高約 7m の広々と
上）シンプルな外観 下）モノトーンを基調とした内観
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した空間です。
○LED ライトで演出･デザイン性･コストに利点、エコ効果も
その空間を、より開放的でドラマティックに演出す
るために、照明は通常のシャンデリアではなく、LED
ライトを天井全体に埋め込む形で設置しています。
ライトの光をアクリルのリングに反射させ、日中に
は天井全体が雲海のように輝き、夜には瞬く星のよう
に煌きます。
庭園側は全面ガラス張りで採光性が高く、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日
LED で 開放的な 空間

本庭園をお楽しみいただけます。

また、LED ライトは従来のハロゲンライトに比べて年間消費電力量を約 85％節約で
きるエコロジー効果があるほか、寿命も約 10 倍長く、約 10 年に 1 回の交換で済む利
点もあります。
「高崎モノリス」の場合、初期費用が 350 万円から 380 万円増加しまし
たが、施設維持費を年間約 80〜105 万円ほど圧縮できると想定しています。
○全面ガラス張りのチャペル
チャペルは、水に囲まれた全面ガラス張りの独立型
で、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。

全面ガラス張りのチャペル

■設計士･垂見和彦氏のコメント
婚礼会場の煌く照明、眼前に大きく広がる庭園など、来館者に新鮮な驚きと感動を与
えてくれるダイナミックな空間づくりが評価されたものと思います。
細部にまで配慮した意匠はもちろんですが、高崎モノリスでしか感じることのできな
い空間全体から醸し出される空気こそがゲストに対する「おもてなしの心」で、建物を
貫抜くそのコンセプトこそが、高い評価に繋がったのだと思います。
＜垂見和彦プロフィール＞
1968 年愛知県生まれ。1991 年愛知県立芸術大学卒業後、竹中工務
店入社。数々の設計、デザインを手がけ、2002 年 LADAKH DESIGN
ASSOCIATES 設立。その独特な色彩感覚やテクスチャー使い、光
の取り入れ方による空間美は、各方面から高い評価を受け、受賞作
品も数多く上る。2004 年には上海事務所も開設し、そのクリエイシ
ョンは、日本だけにとどまらない、今、最も注目されているデザイ
ナーの一人。
LADAKH DESIGN ASSOCIATES CO., LTD.
http://www.ladakh.co.jp
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■ノバレーゼの施設設計に関して
弊社の施設は、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
掛けています。
現在まで、ブライダル施設を越えた建築物としての価値が認められ、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、多店舗の運営で通り一辺倒な白亜調の婚礼施設で展開すること
が多い中、 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
るデザインで設計しています。
業界では異例の、弊社運営物件のみの建築写真集も上梓しています。

全施設が異なるデザイン

■ノバレーゼ建築関連の受賞経歴
賞
2004 年度 BEST STORE
OF THE YEAR 2004 100 選受賞
2006 年度照明普及賞
優秀照明北陸支部長賞

主催

2008 年度北米照明学会賞

北米照明学会

財団法人店舗システム協会
社団法人照明学会

対象物件
葵モノリス
（愛知県名古屋市）

アマンダンヴィラ
（石川県かほく市）

北山モノリス
（京都府京都市）

建築家

垂見和彦
垂見和彦
安井秀夫

■BEST STORE OF THE YEAR に関して
店舗力の向上を使命に、37 年の歴史を誇る JAPAN SHOP ショーと共に、第 17 回目
を迎えるコンペティション。主催は財団法人店舗システム協会。

■高崎モノリス 施設概要
開発・運営管理
施 設 名
開 業 日
住
所
交
通
営業形態
料
理
レストラン料金
施設概要

設
備
お問合せ先

㈱ノバレーゼ
高崎モノリス
2008 年 12 月 8 日（月）
群馬県高崎市貝沢町 732
JR 高崎問屋町駅から徒歩 1 分／JR 高崎駅から車で 10 分
□平日[レストラン営業] 11：00〜15：00（LO 14：00）
□土日･祝日[婚礼営業]
昼夜各 1 組限定の貸切型婚礼施設
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
□ 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
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

電話：027-361-9966
http://www.novarese.co.jp/

他

会社概要
【社
名】
【住
所】
【電
話】
【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］ NOVA RESE, Inc.［証券コード］東証マザーズ（2128）
〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目 8 番 14 号 銀座 Y OMIKO ビル 4F
（代） 03-5524-1122
2000 年 11 月 1 日
580,789 千円（ 2008 年 12 月 31 日現在）
代表取締役社長 浅田剛治
658 名 （パート・アルバイト含む） （2008 年 12 月 31 日現在）
2008 年 12 月期 93 億 4,280 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 名古屋

●NOVARESE 銀座
●NOVARESE 京都

●NOVARESE 横浜
●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 高知店

●ecruspose 宇都宮店
●ecruspose 町田店

●ecruspose 浜松店
●ecruspose 高崎店

●ecruspose 諏訪店

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） ●HIROSHIMA MONOLITH（広島市東区）※2009 年秋オープン

【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 VILLA（石川県かほく市）

●AMANDAN HILLS（神奈川県厚木市）
●AMANDAN RISE（浜松市中区）

【再生物件】
●THE ROYAL D YNASTY（さいたま市大宮区）
●三瀧荘（広島市西区）※2009 年秋オープン

●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（名古屋市東区）
●ピエール・ガニェール・ア・東京（東京都港区）
●アークヒルズクラブ（東京都港区）

●つる家（京都市左京区）
●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）

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（京都市左京区）
●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）
●三瀧荘（広島市西区）※2009 年秋オープン
●HIROSHIMA MONOLITH（広島市東区）※2009 年秋オープン

㈱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/

