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㈱ノバレーゼ

報道資料

企業と農家の新たな形、農作物を通じて地域活性化

農家の加工商品開発をゼロから支援
未活用の

摘果ミカン

で

ミカン 100%のお酢

完成

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、東証一部、資本金：6 億円）は、2009 年から静岡県の農業者有志 13 人
が所属する農事組合法人「おもす」と農商工連携プロジェクトを進めています。
この度、農事組合法人と地元のソースメーカー「鳥居食品」と当社の 3 者共同で、
ミカン栽培の過程で出る、これまで活用されていなかった
した

100%ミカンのお酢

摘果ミカン

を有効利用

の新商品開発を行いました。

当社は、ミカンの摘果・搾汁作業から商品の企画開発、加工
業者との協力体制の構築、商品パッケージなどのブランディン
グまで、商品づくりをゼロから支援しています。
商品名はミカンの産地である重須地方で作られた
めたお酢

想いを込

から「想酢（おもす）
」とし、950 本を作り一瓶 500

円（税込・200ml）で、2011 年 4 月 23 日（土）から静岡県の
ミカン直売所など 5 カ所で販売します。
お酢は、当社が運営する東京・銀座のロール寿司をメインと
したレストラン「SHARI THE TOKYO SUSHI BAR」でも調味
料として使用します。
ノバレーゼでは、静岡県のほか新潟県や青森県でも同様の取
り組みを進めており、今後は社員が収穫した農作物を使用した
商品開発を予定しています。

取り組み・商品の特徴
・第一次、二次、三次産業が連携して農作物の付加価値を上げる 6 次産業化支援である点
・加工食品の新商品開発を農家単独で行うのではなく、当社サービス業のノウハウを提供し、か
つ加工業者の協力体制を得ることで地域活性化につながっている点
・ミカン栽培の過程で出る、これまで未活用だった

摘果ミカン を有効活用している点

・当社社員が農業に取り組む CSR 活動の一環として支援している点
・”ミカン酢”に摘果ミカンの搾り汁を加えるという手法で、お酢づくりのアルコール発酵過程で通常
は失われるミカンの爽やかな香りを残すことに成功した、今までにない商品が完成した点

http://www.novarese.co.jp

商品概要
商品名
製造元
原材料

販売場 所

想酢
発売日 2011 年 4 月 23 日
税込価格 500 円
鳥居食品㈱
販売元 農事組合法人おもす プロ デュ ース ㈱ノバレーゼ
内浦重須産 青島ミカン（摘果・完熟）
賞味期限 2012 年 3 月 31 日（冷暗所にて保管願います）
「OH!MOS」（ミカン直売所）※1：静岡県沼津市内浦重須 14-10
「金岡産直市」：静岡県沼津市東熊堂 600-1（金岡支店駐車場）
「ふるさと産直市」：静岡県沼津市下香貫字上障子 415-1（JA なんすん本店横）
「長泉産直市」：静岡県駿東郡長泉町下土狩 1029-1（東部センター駐車場）
「沼津みなと新鮮館」：静岡県沼津市千本港町 128-1
※1：「OH!MOS」では送料別途で電話でのご注文も承ります。電話:055-943-2136

■ 農家・企業、双方に有益な取り組みに
これまで農家にとって経験が少なかった加工商品
の開発を、企業が支援することで、今回の取り組み
が農家の新たな収益源確保のきっかけづくりとなり
ました。
当社としても、社員が農業に携わることで、食に
対する社員の意識向上が図れるとともに、収穫から
商品開発まで手掛けることで、お客様にトレーサビ
リティー（生産履歴の追跡）が可能な食品が提供で
き、顧客満足度の向上につながると考えています。
こうした事例をつくりノウハウ化させることで、新規出店における他社との差別化も
はかります。

■ CSR 活動を通じた新たな 6 次産業化支援、これまでの取り組み
2009 年

9月
11 月
12 月
4月

2010 年

8月
12 月

2011 年

2月
3月

「未来の食」プロジェクトを NPO 法人の協力のもと素案づくり開始
教育研修部・施設長・料理長など 5 人が農家での収穫・研修を実施
社員 21 人が農家での収穫・共同選果場の見学・勉強会を実施
当社の一部レストランでミカンを使ったフランス料理を提供
農家との 2010 年の取り組みの打ち合わせで 摘果ミカン に着目
社員 33 人が摘果ミカンの収穫と搾汁作業を実施
料理長が摘果ミカンを使った子ども向け料理教室を開催
社員 16 人がミカンの収穫作業や商品名や、
パッケージ物のデザインに関する会議を実施
完熟ミカンの搾汁作業を鳥居食品にて実施
商品名や価格・販売戦略、商品パッケージの最終会議を実施

当社は、社員が農業に取り組む CSR 活動「未来の食」プロジェクト※2 を、食農連携
コーディネーターの協力を得て 2009 年 12 月から始動、レストランや婚礼施設で料理
を提供する企業として、食農に対する社員の意識向上を図っています。
その第一弾として始まったのが、静岡県沼津市内浦地区のミカン農家の方々との取り
組みです。これまでに社員約 80 人が全国から集まり、収穫や共同選果場の見学、勉強
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会などを農家の協力体制のもと行いました。
農家の方と交流を深める中、サービス業の視点で力になれることはないかと考え、今
まで活用されていなかった

摘果ミカン に着目しました。

翌 2010 年には当社から地元企業に協力をお願いし、3 者協同で取り組む 6 次産業化
まで発展させ、今回の新商品開発に至りました。
商品化に先駆け 2010 年 8 月、農家と共同で当社の社員 33 人が全国から集まりミカ
ンの摘果と搾汁作業を行いました。
また、12 月には当社 16 人の社員が農業研修として 2 泊 3 日でミカンを収穫するとと
もに、農家と商品名やパッケージ物のデザインに関する会議を行いました。
会議では社員が事前に収集した、各地の物産展や量販店での売れ筋商品の種類やネー
ミング、パッケージなどの情報やトレンドの傾向を農家の方と共有しました。会議で摺
り合わせた内容を商品戦略に活かしました。
8 月に搾汁した果汁と 12 月に収穫したミカンを合わせて、老舗ソースメーカー・鳥
居食品がお酢に加工しました。ラベルや商品箱の最終的なデザインは、当社クリエイテ
ィブディビジョンのデザイナーが手掛けています。
※2「未来の食」プロジェクト 当社コンセプト
当社は結婚式を通じて、「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ています。
今後は、「各施設近隣の遊休農地を借り入し畑の確保を
行う」や「婚礼料理の廃棄食材を堆肥化した土壌づくり」「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。
共同栽培･収穫した以外の食材提携も視野に、全国の農家の方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ていく所存です。
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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］東証一部（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
608,825 千円（2010 年 12 月末現在）
【代 表 者 】 代表取締役社長 浅田剛治
818 名 （パート・アルバイト含む） （2010 年 12 月末日現在）
2010 年 12 月期 108 億 7,962 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
NOVARESE
e c r us po s e

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
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
デザインのドレスを展開（7 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
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 施 設
を当社の開発・運営手法を投入し、蘇らせた施設（下記【再】）
平均婚礼費用を上記 3 タイプより 4 割程度抑えた新ブランド。2011 年 3 月（予定）に青森県
ﾌ ﾚｱ ｰ ｼﾞ ｭタ イプ
に 1 号店を開業。既存の式場･ホテル･ゲストハウスを改装する再生物件に特化した施設
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】）
モノリスタイプ

■ 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】）
中国

北海道

青森 フレアージュ スウィート（2011年3月1日開業）
上海 SHARI THE SHANGHAI SUSHI BAR【R】
新潟 ecruspose新潟店
青森
新潟モノリス【R】
石川 NOVARESE金沢
秋田 岩手
アマンダンヴィラ
京都 NOVARESE京都
山形 宮城
北山モノリス【R】
つる家【提】
新潟 福島
兵庫 NOVARESE神戸
芦屋モノリス【再】【R】
富山 群馬 栃木
姫路モノリス【再】【R】
大阪 NOVARESE大阪
石 川 山梨 埼玉 茨城
心斎橋モノリス【R】
広島 NOVARESE広島
福井 岐阜 長野 東京 千葉
広島モノリス【R】
三瀧荘【再】【R】
島根 鳥取 兵 庫 京都 滋賀 愛 知 静岡 神奈 川
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

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
SHARI THE TOKYO SUSHI BAR【R】

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
アマンダンヒルズ【R】
アマンダンブルー【R】 （2011年3月12日開業）
長野 ecruspose諏訪店
ホテル諏訪湖の森【再】【R】
アマンダンスカイ（2011年春開業予定）
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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