2011 年 10 月 31 日
ノバレーゼ（東証一部）

報道資料

婚礼のノバレーゼ、農家と共同で
一次産業を活性化する取り組み拡大
①農水省支援の 6 次産業化事業における自治体職員の研修の受入れ
②新潟県村上市の食材でお弁当を農家と共同開発、日本橋で販売
③静岡県が推進する地域活性化運動に認定
④大学研究班の、農作業体験の価値分析に協力
⑤農家との連帯感向上に、CSR に特化した自社サイトを立ち上げ
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）の、社員が農作業の実地研修などを通じて農
業を学ぶ CSR 活動（2009 年始動）が、一次産業を活性化する取り組みとして評価され
ています。
この度、6 次産業化事業で農林水産省が支援する実行組織や、都道府県、農家、大学
などから、当社 CSR 活動「未来の食」プロジェクトが認められ、2011 年 11 月から活
動がさらに広がります。また同プロジェクトに特化した WEB サイトの開設も行います。
農家との連携は、食材への社員の意識向上のほか、全国の婚礼施設で地産地消型の料
理を提供する当社にとって、食材調達の面でも大きな役割を果たします。
今後も一次産業と三次産業が互いに協力し、双方に有効な活動として継続します。

【背景】一次産業にノウハウを蓄積するユニークな取り組みが評価
当社は 2009 年 9 月から、レストランや婚礼施設で料理を提供する企業として、農家との取り組
みや農業を通じて食農に対する社員の意識向上を図っています。現在は静岡・新潟・青森県で農
業の実地研修を行うほか、農家の一般消費者向けの商品開発をサポートしています。これまでに
静岡県では、“摘果ミカン”を有効利用したお酢を、農家と共同で商品化しました。
当社の取り組みは、一･二･三次産業が、単に連携する一般的な 6 次産業化事業ではありませ
ん。特徴は、一次産業にサービス業のノウハウを供与しながら、商品開発など新たなビジネスを
創出し、農家や地域の活性化につながっている点です。農家や都道府県などから、従来にはない、
双方にメリットを生む活動として評価され、新たな広がりをみせています。

【 新たな広がり 】
① 農水省支援の 6 次産業化事業における自治体職員の研修の受入れ
農林水産省が支援する「民間企業等派遣研修プロジェクト」の、自治体職員の受け入れ先として、
当社が選ばれました。同プロジェクトは、6 次産業化を現地で支援・指導する都道府県職員を育成
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する事業です。産学等の研究者からなる食品チェーン研究協議会が主導となり、食農に対し先進
的な事業活動を展開する企業に、職員を研修生として派遣しています。
当社は、2011 年 11 月 14～16 日に 6 人の都道府県職員および食農連携コーディネーター等
を受け入れ、事例を基にしたプログラムで研修を行います。

② 新潟県村上市の食材でお弁当を農家と共同開発、11 月に日本橋で販売
2011 年 8 月に新潟県村上市山北町で田んぼの除草や焼畑で携わった農家の方から依頼され、
地元の旬の食材を使った秋の行楽弁当を、共同でプロデュースすることとなりました。
考案したお弁当を、山北地区の特産品を販売する法人･個人からなる「山北特産会」が東京･日
本橋で行う物産展で、2011 年 11 月 21 日（月）から販売します。
食材は、時期を迎える新米コシヒカリや赤カブ漬け、塩引鮭などを予定しています。

③ 静岡県が推進する地域活性化運動に認定
静岡県でのミカン農家との試みが、同県が進める、都市と農村の協働による地域活性化への取
り組み「一社一村しずおか運動」に認定されることが決まりました。
2011 年 11 月 24 日（木）に同県庁で認定式が行われます。
同県では 2009 年 12 月に、ミカン農家へ農作業の実地研修を行ったことが発端で、当社が地元
ソースメーカーに協力を仰ぎ、これまで活用されていなかった “摘果ミカン”を有効利用したお酢を、
2011 年春に農家と共同で商品化しました。発売直後に 950 本が完売、来年は 3000 本を発売しま
す。
また来年に向け、シャーベットなど夏期限定の新商品を企画しているほか、直売所の販売促進
に関するコンサルティングも進めており、活動の幅を広げています。

④ 大学研究班の農作業体験の価値分析に協力
活動を継続する中、名古屋大学等の研究班から「一次産業と三次産業が新たなものを生みだし
ている」と注目され、今年から調査に協力しています。研究内容は、農作業体験が及ぼす精神的
作用の価値を、有償価値として定量化しようとするものです。同大学の教授等は、静岡・青森県で
行った農作業の実地研修にも同行し、調査を進めました。現在、集積データを分析中で、2012 年
上旬にその結果を発表します。
研究成果は、農業体験を活用した人材育成プログラムの開発基礎資料にあてられる予定です。

⑤ 農家との連帯感を強める、CSR 活動に特化した WEB サイトを立ち上げ
2011 年 12 月上旬を目途に、これまでの CSR 活動を紹介する特設サイトを、当社ホームページ
に設けます。3 年間の取り組みや協同で課題を解決してきた過程を掲載、農家の方と共に振り返る
ことで連帯感を強め、今後ステップアップするための指針にもします。また、地場産業を盛り上げた
い地方行政の方や、消費者へのアピールに悩む農家の方のご参考になればとも考えています。
．
．
．
サイト名は CSR の頭文字から「ちょっとすてきなレボリューション」です。静岡で始まった小さな取
り組みが他府県に少しずつ広がり、大きくなり始めている、その想いを込めました。
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【 3 県現地でのこれまでの取り組みと今後の展開について 】
静岡県
9月

「未来の食」プロジェクトの素案づくりを NPO 法人の協力のもと開始

11 月

教育研修部・施設長・料理長など社員 5 人がミカン農家で収穫・研修を実施
社員 21 人が農家でミカンの収穫・共同選果場の見学・勉強会を実施

2009 年
12 月

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
農家主導による一般消費者向けの新商品開発に関する会議を実施、有効利
用されていない“摘果ミカン”に着目

4月
2010 年

8月
12 月
2月
3月

2011 年

4月

“摘果ミカン”を使ったお酢の新商品開発に着手
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を実施
“摘果ミカン酢”の新商品名や、パッケージデザインに関する会議を実施
完熟ミカンの搾汁作業を、お酢の製造を依頼する地元ソースメーカーの鳥居
食品で実施
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
摘果ミカンのお酢「想酢（おもす）」の新商品発表会を東京・静岡で開催
「想酢」は 23 日の発売直後から好評で 950 本が完売
2012 年の「想酢」発売に向けたミカンの摘果・搾汁・除草作業を実施

8月

直販所の現状に関する勉強会と販売促進に関する座談会を開催
シャーベットやジェラートなど夏向けの新商品開発の会議を実施

今後の展開

直販所内の商品陳列や販売戦略のコンサルティング
シャーベットやジェラートなど夏向け商品の商品化

新潟県
社員 21 人が棚田で農作業、焼畑を実施
2011 年

8月

農家の現状や取り組み、農業への想い、一次・二次産業のつながりに関する
座談会を開催
田植えやイネの栽培・収穫

今後の展開

赤カブの収穫と婚礼料理への取り入れ
新商品の開発会議や商品化

青森県
2011 年

8月

社員 15 人が大豆畑の除草を実施
農家の集まり「㈲白神アグリサービス」の農業の現状等の勉強会を開催
リンゴ、枝豆、ブルーベリーなどの収穫

今後の展開

切り口も赤い「紅いリンゴ」の婚礼料理への取り入れ
新商品の開発会議や商品化
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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
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】

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】
島根 鳥取 兵庫 京都 滋賀 愛知 静岡 神奈川
神奈川 NOVARESE横浜
アマンダンヒルズ【R】
山口 広島 岡山 大阪 奈良 三重
長野 ecruspose諏訪店
アマンダンブルー【R】（2011年3月12日開業）
福岡
ホテル諏訪湖の森【再】【R】
和歌山
アマンダンスカイ（2011年5月14日開業）
長崎 佐賀 大分
愛媛 香川
愛知 NOVARESE名古屋
葵モノリス【R】
熊本 宮崎
高知 徳島
アマンダンテラス【R】
香楽【提】
鹿児島
静岡 ecruspose浜松店
アマンダンライズ【R】

広島 NOVARESE広島
広島モノリス【R】
三瀧荘【再】【R】

沖縄

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】

㈱ノバレーゼ

福井

岐阜

長野 東京 千葉

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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