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「みかん農家」と共同で収穫
農業を通して社員の食育研修を実施
企業と農業の新たな関係を構築「未来の食」プロジェクト始動

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）は、CSR 活動の一環として、社
員が農業に取り組む「未来の食」プロジェクトを、2009 年 12 月 15 日（火）から始動
します。
「未来の食」プロジェクトは、レストランや婚礼で料理を提供する企業として、食と
農業の大切さに対する社員の意識向上をはかる取り組みです。
農家と共同で作物を栽培･収穫するほか、生産者の方々との勉強会など、実地研修を
実施します。実施は、運営する全国 17 カ所の婚礼施設近辺を計画しています。
共同栽培･収穫した以外の食材提携も視野に農家の方々との関係づくりを構築し、地
産池消のメニューづくりをさらに強化します。
今後は、各施設近隣の遊休農地を借り入れ畑を確保したり、婚礼料理の廃棄食材を堆
肥化し土壌を育てたり、成約者とともに育て収穫した野菜を披露宴当日に振る舞うなど、
提供する「料理」を起点に当社が農業で出来る取り組みを各種検討しています。
この度、同プロジェクトの第一弾を、静岡県沼津市西浦地区のみかん農家の方々と共
同で始動します。
社長や社員など計 21 人が全国から集まり、収穫や共同選果場の見学、勉強会などの
実地研修に、2009 年 12 月 15 日（火）から 2 泊 3 日で取り組みます。
また、収穫したみかんを、当社運営のレストランでフランス料理の一皿として提供す
ることも決定、双方に有益な取り組みとなっています。
「未来の食」プロジェクト当社コンセプト
結婚式を通じて、「未来への希望」「食することの喜び」「共有する時間の意義」をお客様と分か
ち合う企業として、「食と農」の大切さをより深く理解できればと考えています。
社員一人一人が、食材とそれを生産する人々と繋がり、一つ一つの食材にかけられた時間と想
いを学ぶことで、「企業」「食」「農業」の持続可能な関係を見出し、地域文化・日本の未来の醸成を
担う活動を行っていきます。
企業と農業という異業種間ですが、双方の専門性を活かした取り組みにすることで、ノバレーゼ
の文化醸成に繋がる機会が生まれ、農家の方にとっては地域活性化への機会創出に繋がってい
く、そのような活動を目指します。
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みかん農家との取り組みに関して
■ プロジェクト始動に向け、先発隊の実地研修を実施
みかん農家とのプロジェクトは、NPO 法人「こめみそ しょうゆ アカデミー」の理
事を務める堀田正子氏のアドバイスのもと、9 月から素案を練り実現しました。
11 月には、教育研修部やレストランのマネージャー、レストランの料理長など 5 人
が先発隊としてみかん収穫を体験したほか、農家の方々と意見交換を行いました。
農家の方からは、①新たな視点を持てた

②労働力として助かった

流で脳が活性化し思いもしない取り組みが出来た

③異業種との交

といった感想をいただきました。

そうした声を聞き、当社として何ができるか、そして持続可能な関係づくりをどうす
れば築けるかを考え、3 つのプログラムを今回の実地研修に反映しました。
プログラム

農家のメリット

ノバレーゼのメリット

①土地の歴史を共有

郷土や作物の魅力再認識

生産者の想いや歴史への理解

②共同作業

人手不足の解消

現場苦労の体感

③意見交換

既存概念にない価値観の気づき

商品 PR など新しい協力体制の創造

また、農家の方々との一体感を強くするため、西浦みかん
と当社コラボレーションの証であるオリジナルキャラクター
を開発、共に議論し「西浦ベニー」というネーミングに決定
しました。
名前には、産地である「西浦」と、 熟れたみかん を示す
ご当地言葉「紅がさす」を掛け合わせ、産地「西浦」の認知
度向上と豊穣への想いを込めました。
今回ご協力いただく農家の方々と当社参加メンバーには、
そのオリジナルストラップを手作りで製作しプレゼントして
います。
■「みかん農家」で社長･社員 21 人が 2 泊 3 日の実地研修、
収穫果実をフランス料理にして提供
社長や社員など計 21 人が全国から集まり、収穫や共同選
果場の見学、勉強会などの実地研修に、2009 年 12 月 15 日
（火）から 2 泊 3 日で取り組みます。
料理長が西浦みかんを使ったフレンチメニューを開発
11 月に参加した、レストラン「アマンダンヒルズ（神奈川県）」の料理長 角谷健が、
収穫したみかんに、地場食材「夢ポーク」と自家製ベーコンを組み合わせたフレンチメ
ニューを開発しました。
今後、仕入れの調整をし、同レストランはじめ、全国の店舗でメニューを提供する予
定です。
http://www.novarese.co.jp

開発メニュー：
皮をむいたみかんそのままを、低温のオーブンで約 3 時
間かけて火入れ。
丸ごと火入れすることで、西浦みかんの特徴である濃厚
な甘みとほのかな酸味を閉じ込めます。
果肉のつぶつぶ感が無くなりゼリー状の食感になって
いるため、網焼きしたポークのソースとしてお楽しみいただ
けます。
またキャラメルでコーティングした皮付きみかんも添えて
おり、今までにないみかんの調理方法を提案した一皿で
す。

贈答用にブランディングし、お歳暮として活用
当社は、婚礼施設やウエディングドレスはもちろん、お客様に提供する全てのものを、
シンプル& モダンなデザインにこだわっています。
みかんも、包装デザインやケースをよりスタイリッシュにすることで、また新たな魅
力が生まれるのではと考えました。
そこで、当社販売戦略室の社員が中心となり、 ノバレーゼと西浦みかん

がコラボ

レートした贈答用のオリジナルラッピングを製作、新たにブランディング化し、当社の
お歳暮として活用することになりました。
ラッピングの中には、生産者と当社の共通の思いをギフトカードにし添えます。
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会社概要
【社
名】
【住
所】
【電
話】
【資 本 金 】
【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）
〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目 8 番 14 号 銀座 YOMIKO ビル 4F
03-5524-1122（代）
【設
立 】 2000 年 11 月 1 日
585,304 千円（2009 年 9 月 30 日現在） 【代 表 者 】 代表取締役社長 浅田剛治
734 名 （パート・アルバイト含む） （2009 年 9 月 30 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

事業内容
■ 婚礼衣裳事業
取扱うドレスをイタリアンブランドに特化し、洗練されたデザインの高品質なドレスを多様な
NOVARESE
品揃えで展開（8 店舗）
シンプルで洗練されたデザインを打ち出す「NOVARESE」とは異なり、華やかでキュートな
e c r us po s e
デザインのドレスを展開（6 店舗）
■ 婚礼プロデュース事業
都市の中心地や閑静な住宅街など利便性の良い地域を対象に、洗練された都会的イメー
モノリスタイプ
ジと、高級感を演出するシンプルでスタイリッシュな内外装や空間建築を特徴とする施設
都市郊外で自然の景観に恵まれた地域を対象に、くつろぎと開放感のある高級リゾート感
アマンダンタイプ
のあるウエディングを演出する、自然を活かした郊外型建築を特徴とする施設
歴史的・文化的価値があり利便性の良い高付加価値建造物や、旧来型のホテル・専門式場
再 生 物 件
を当社の開発・運営手法を投入し、蘇らせた施設（下記【再】）
業 務 提 携 レストランや料亭、ホテルとの提携施設で挙式・披露宴やパーティの受託運営（下記【提】）
■ ホテル・レストラン事業
ホ テ ル 事 業 ホテル諏訪湖の森のホテル運営業務
挙式・披露宴施設において、披露宴の婚礼飲食や宴会飲食ならびに通常の一般飲食（ラン
レストラン 事業
チ・ディナー）を行うレストラン事業を運営（下記【R】）
北海道

青森

石川 NOVARESE金沢
アマンダンヴィラ
京都 NOVARESE京都
北山モノリス【R】
つる家【提】
兵庫 NOVARESE神戸
芦屋モノリス【再】【R】
富山
姫路モノリス【再】【R】
大阪 NOVARESE大阪
石川 山梨
心斎橋モノリス【R】
広島 NOVARESE広島
福井 岐阜 長野
広島モノリス（2010年2月予定） 【R】
三瀧荘【再】【R】
島根 鳥取 兵庫 京都 滋賀 愛知 静岡
山口

広島

岡山

大阪

奈良

福岡
和歌山
長崎

佐賀

大分

愛媛

香川

熊本

宮崎

高知

徳島

鹿児島
沖縄

㈱ノバレーゼ

三重

秋田

岩手

山形

宮城

新潟

福島

群馬 栃木
埼玉

茨城

東京

千葉

群馬 ecruspose高崎店
高崎モノリス【R】
栃木 ecruspose宇都宮店
宇都宮モノリス【R】
観季館 二期倶楽部庭内【提】
埼玉 ecruspose大宮店
大宮モノリス【R】
ザ ロイヤル ダイナスティ【再】
東京 NOVARESE銀座
ecruspose町田店

神奈川

ブルガリ ホテルズ＆リゾーツ・東京レストラン【提】
LAWRY'S THE PRIME RIB,TOKYO【提】
ホテル ザ・エルシィ町田【提】
アークヒルズクラブ【提】

神奈川 NOVARESE横浜
長野 ecruspose諏訪店
アマンダンヒルズ【R】
ホテル諏訪湖の森【再】【R】
AMANDAN LEAF 旧軽井沢倶楽部【Rのみ】
愛知 NOVARESE名古屋
葵モノリス【R】
アマンダンテラス【R】
香楽【提】
静岡 ecruspose浜松店
アマンダンライズ【R】

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
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