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株式会社ノバレーゼ

報道資料
自社商品の開発を強化

宮内庁御用達の漆器店「山田平安堂」と蒔絵の漆器皿を共同開発
全国 32 店舗で一般販売も
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、宮内庁御用達の漆器店「山田
平安堂」と共同で、当社婚礼施設のデザインと調和する漆器皿を開発しました。
漆器皿は、料理皿やナプキンを載せる 飾り皿（シ
ョープレート） として、また料理を引き立てる盛鉢
として当社が運営する全国の婚礼施設やレストラン
18 施設で使用します。
現在、4 月からの導入に向け全店で準備を進めて
います。
テーブルコーディネートとして披露宴開始時から
用意する

飾り皿

は、会場の世界観をつくる一つ

のアイテムであり、料理の美しさを引き立てる演出
役です。
これまで各施設が会場に合う

飾り皿

を取引先

へ個別発注していましたが、シンプル&モダンな建
築美を追求する施設のデザインと調和し、さらにシ
ックな空間を引き立てるため、自社商品を開発する
こととなりました。
披露宴会場の内装がモノトーンを貴重としたジャ
パニーズモダンなデザインであることから、陶磁器
やガラスより和漆器がふさわしいと考え、巧みの技
を今に伝える歴史と伝統のある「山田平安堂」と共
同開発しました。
器の大きさや素地の色味、絵付けの技法を同社とともに検討し、刷毛目（はけめ）の
絵柄は当社所属のドレスデザイナー城昌子が手がけました。
会場の雰囲気を引き立て、あらゆる料理ジャンルや食材を美しくみせるよう、華美な
絵柄ではなく直径 28.5cm の漆黒の皿に「豊穣」をイメージした大胆かつ繊細な筆線を
金粉であしらったデザインです。中央に料理皿やナプキンを載せることも想定し、3 種
の絵柄とも皿の縁に筆線を描いた構図です。

http://www.novarese.co.jp

絵付けは漆器の技法の中でも最高級とされる蒔絵で、山田平安堂が誇る塗部（ぬりべ）
の職人が漆器に漆を用いて刷毛目を描き金粉を蒔き、一枚一枚を手作業で仕上げます。
高品質の漆器とシンプルなデザインは、ご家庭で盛鉢としてお使いいただけるため、
2010 年 3 月 1 日から販売を開始した当社オリジナルギフト総合誌「NOVARESE ギフ
ト The Timeless」でも取り扱っているほか、当社の運営する婚礼施設やレストラン、
ウエディングドレスショップ 32店舗でも販売を開始しました。販売額は 6,300円です。
城昌子 略歴
ロンドンのアートスクール Central Saint Martins college of Art and Designs を卒業、在学中に
Victoria & Albert 美術館などから賞を受賞。その後、パリでデザイナーとして活躍する傍ら、アーティ
ストやミュージシャンの衣装を手がける。2008 年秋より当社のウエディングドレスのデザイナーとして活
躍中
＜受賞暦＞ Italian Silk fashion design competition／FAD fashion design competition（2 度）
＜受賞暦＞ Victoria & Albert Museum- Curvaceous

■ 「映像制作」「ブライダル装花」など婚礼全般の商品力強化
ノバレーゼでは、当社が提案するウエディング・スタイルを具現化するため、婚礼施
設やドレスだけでなく婚礼業務全般における商品力を強化しています。
今回の

飾り皿

の開発もその一環です。

当社はこれまでにも、披露宴会場の雰囲気に沿った高品質の映像を上映するための映
像制作業務や、会場にふさわしい花の選定とクオリティーの高いアレンジメントを提供
するための装花分野を内製化してきました。
その他、オリジナル企画で質の高いブライダルギフトを提供するため全店で利用でき
る独自のギフト総合誌「NOVARESE ギフト The Timeless」も作成しています。

山田平安堂に関して
会 社 名

株式会社山田平安堂

所 在 地

150-0033 東京都渋谷区猿楽町 18-12 ヒルサイドテラス G

代 表 者

代表取締役

連 絡 先
事業内容

ホームページ

山田健太

TEL:03-3464-5541
FAX:03-3464-5543
宮内庁御用達の漆器の専門小売店
代官山の直営店および百貨店ほかで販売
http://www.heiando.com/
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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
586,634 千円（2009 年 12 月末現在）
【代 表 者 】 代表取締役社長 浅田剛治
732 名 （パート・アルバイト含む） （2009 年 12 月末日現在）
2009 年 12 月期 105 億 9,622 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

新潟 ecruspose新潟店 （2010年 初秋開業 予定）
新潟モノリス （2010年秋開 業予定） 【R】
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】
姫路モノリス【再】【R】
大阪 NOVARESE大阪
石川
心斎橋モノリス【R】
広島 NOVARESE広島
広島モノリス（2010年2月15日OPEN） 【R】
三瀧荘【再】【R】
島根 鳥取 兵庫 京都
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

秋田

岩手

山形

宮城

新潟

福島

富山

群馬 栃木

山梨

埼玉

茨城

長野 東京

千葉

福井

岐阜

滋賀

愛知 静岡 神奈川

三重

青森

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
ブルガリ ホテルズ＆リゾーツ・東京レストラン【提】
アクアヴィット【提】
イル・ムリーノ ニューヨーク 六本木ヒルズ【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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