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婚礼施設「新潟モノリス」「姫路モノリス」
LED など環境への配慮と挙式に特化した照明が評価
照明デザインの世界的な賞を受賞
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、東証一部、資本金:6 億円）は、運営する「新潟モノリス」「姫路モノリ
ス」の両婚礼施設において、デザイン性に優れた照明を国際的に表彰する「北米照明学
会賞」を 2011 年 7 月に受賞しました。
同賞を主催する北米照明学会は、約 100 年の歴史（1906 年ニューヨークで創設）が
あり、照明学の権威とされる公的学術団体です。米国・カナダ・メキシコを中心に世界
中で照明分野に携わる個人会員 10,000 人以上で構成。芸術・科学・照明の向上・普及
を行う団体です。
「北米照明学会賞」は、同学会が芸術・科学的見地からデザイン的に優れた照明に与
える賞で、毎年開催されています。
過去にはお台場のレインボーブリッジが大賞に選ばれています。
両施設とも、照明設備は国立科学博物館新館を手掛けた照明デザイナー・武石正宣氏
が担当し、建築デザインは海外でも活躍する建築家・垂見和彦氏が手がけました。
当社は同賞を、京都府の北山モノリス（2008 年）、群馬県の高崎モノリス（2009 年）
で受賞しています。
受賞内容
姫路モノリス

SECTION AWARD(地域賞)受賞

新潟モノリス

AWARD OF MERIT(部門佳作)

■姫路モノリスについて
「姫路モノリス」は、築 約 80 年になる昭和初期の歴史
的建造物「旧逓信省姫路電信局」を婚礼施設に再生し、
2009 年 11 月 9 日（月）に兵庫県姫路市総社本町で開業
しました。
昼夜各 1 組限定の貸し切り型（ゲストハウス型）の婚礼
施設として運営しています。
中庭に新築した独立型のチャペルは、天井を除く壁全面に立体的なタイルを施し、タイル内に
取り付けた照明をつけると光線が拡散し、チャペル全体を宝石箱のような煌きで包みます。
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■新潟モノリスについて
新潟モノリスは、新潟県新潟市中央区で 2010 年 11 月
9 日（火）に開業したレストラン兼婚礼施設です。
土日祝日は貸し切り型の婚礼施設として、平日はレスト
ランとして運営しています。
披露宴会場の天井全体に LED ダウンライトを敷きつ
めています。光源近くに設置したアクリルリングに光が透過し、天井全体を水紋のように輝かせます。
LED ライトを用いて年間消費電力量を白熱電球に比べて 85％削減しており、エコ効果も受賞対
象として評価されました。

■照明デザイナー・武石氏コメント
「両施設ともに、環境に配慮された照明器具をいち早く取り入れながらも、挙式を華やかに演出す
る照明デザインにしました。華美なものではなく、披露宴で行われるそれぞれのシーンを最も際立
たせるようにしています。そうした他にはない、一歩先をいく照明デザインが賞を受けたことを嬉しく
思います」

■建築家・垂見氏コメント
「姫路モノリスのチャペルは、透過性のある磁器質タイルを内外壁に用いました。内部からの光が
優しく漏れるように、建物自体を発光体として輝かせています。光の加減を左右するタイルは、厚
みを変えて何度も焼き直し、神秘的にほのかに輝く優しい光を表現できました」
「新潟モノリスの披露宴会場は、傾斜を付けた高さ約 7m の天井に、六角形のアクリルシェードを吊
り下げ、LED の光を受けて天井一面に光り輝くシャンデリアをつくり上げました。昼には太陽の光
を受けて穏やかな光を放ち、夜には LED の輝きを受けてシャープに煌めきます」
「建築に積極的に照明・光の演出を取り入れ、それぞれ独自の世界観を創出した両施設を評価い
ただき、大変光栄に思います。」

■ノバレーゼ建築関連の受賞経歴
賞
2004 年度 BEST STORE
OF THE YEAR 100 選
2006 年度照明普及賞優秀照明北陸支部長賞
2008 年度北米照明学会賞
2009 年度 BEST STORE
OF THE YEAR 優秀賞
2009 年度北米照明学会賞
2010 年度 BEST STORE
OF THE YEAR 優秀賞
JCD デザインアワード （2010 年）
20 回 BELCA 賞 （2011 年）
2011 年度 兵庫県 景観形成重要建造物 指定

主催

対象物件

(財)店舗システム協会

葵モノリス（愛知県）

(社)照明学会
北米照明学会

アマンダンヴィラ（石川県）

(財)店舗システム協会

高崎モノリス（群馬県）

北米照明学会

高崎モノリス（群馬県）

(財)店舗システム協会

姫路モノリス（兵庫県）

(社)日本商環境設計家協会

姫路モノリス（兵庫県）
芦屋モノリス（兵庫県）
芦屋モノリス（兵庫県）

ロングライフビル推進協会
兵庫県
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北山モノリス（京都府）

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
ecruspose

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
モノリスタイプ
アマンダンタイプ
再 生 施 設
ﾌﾚｱｰｼﾞｭタイプ
業 務 提 携

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
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
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
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
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】）
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
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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】
長野 ecruspose諏訪店
アマンダンブルー【R】（2011年3月12日開業）
ホテル諏訪湖の森【再】【R】
アマンダンスカイ（2011年5月14日開業）
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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