2013 年 8 月 26 日
ノバレーゼ（東証一部）

報道資料

姫路でパン工房を新設
運営する全国の婚礼施設 24 カ所分を一括生産
経歴 43 年のパン職人の手作りで顧客満足向上へ
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、兵庫県姫路市の婚礼施設「姫路モノリス」の１階倉庫スペースを改
装し、パン工房を新設します。
パン工房「ノバレーゼベーカリーセンター」では、当社が運営する全国の婚礼施設 24 カ所分の
パンを生産します。広さは 75 ㎡で、高さ 1.8m・幅 1.3m の大型オーブンを設置します。
各施設の 9 月 1 日（日）以降の婚礼分から本工房で生産したものに切り替え、年間約 3,000 組、
約 55 万個のパンを焼きます。
自社でパン工房を持ち披露宴で自前のパンを提供
するのは、ブライダル大手では日本初です。
パンの品数は披露宴で提供している統一料理に合う
3 種類（ブリオッシュパン、くるみパン、バゲット）で、工房
内で約 8 割まで焼き上げ急速冷凍し、各式場に配送し
ます。各式場で披露宴当日に最後の 2 割を焼き上げる
ことで焼きたてかつ、ふっくら、もっちりとした食感に仕
上げます。

当社レストランが提供する料理に合わせ 3 種
を用意。披露宴では焼き立てを味わえる

今回の工房新設のために、高級フランス料理店のパン職人として 43 年の経歴を持つ一流の人
材をセンター長として招き入れました。気候の影響を受けやすい生地づくりや成形、温度や湿度、
時間の微調整が必要な発酵作業、生地のしっとり感に影響する温度と時間が重要な焼き上げなど、
職人として培った技術とノウハウを活かし、手作りにこだわった高品質のパンを作ります。

今後はホテルなど業務用パンの受注生産も
「ノバレーゼベーカリーセンター」でのパンの最大生
産量は、8 時間で約 3000 個です。当社施設分以上の
数を焼き上げることのできる、ゆとりある設備体制です。
また工房の立地先も、関東、関西、中部、中国地方
への配送の利便性の良い兵庫県を選んでいます。当
面は当社分のみですが、生産と稼働を安定させ、営業
も順次行いながら、ホテルなど業務用向けのパンの受
注生産を、2015 年 3 月を目途に開始する予定です。

75 ㎡に幅 1.3m の大型オーブンを設置。8 時
間で約 3000 個のパンの生産が可能

これまで外注していたパンを自社で内製化することで、品質を向上させ顧客満足を高めるととも
に、新たなノウハウの取得で今後の事業展開に活かす狙いです。
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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 （2012 年 12 月末）
【代 表 者 】 代表取締役社長 浅田剛治
1,166 人 （パート・アルバイト含む） （2012 年 12 月末）
2012 年 12 月期 117 億 6,384 万円（連結）
ブライダル事業（婚礼プロデュース部門、婚礼衣裳部門、レストラン部門）、レストラン特化型事業
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
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
ecruspose
デザインのドレスを展開
■ 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 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 月に青森県に 1 号
ﾌﾚｱｰｼﾞｭタイプ
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】）
■レストラン事業
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】）
韓国

韓国 Serafina NEW YORK Hapjeong Seoul【Rのみ】

中国

上海 SHARI MODERN JAPANESE CUISINE【Rのみ】

【R】 ：通常のレストラン営業

北海道

【R夏季】 ：夏季限定営業

青森 フレアージュ スウィート
青森

新潟 ecruspose新潟店
石川 NOVARESE金沢

新潟モノリス【R夏季】

秋田

アマンダンヴィラ 金沢【R宴】
辻家庭園～前田家家老旧横山家迎賓館～【再】【R】 （2013年冬開業）

山形

京都 NOVARESE京都
北山モノリス【R】
兵庫 NOVARESE神戸

芦屋モノリス【再】【R夏季】

旧桜宮公会堂【再】【R】
島根

広島モノリス【R宴】
三瀧荘【再】【R】

山口

広島

鳥取

岡山

兵庫 京都
大阪

奈良

福島

石川

山梨

埼玉

茨城

福井

岐阜

長野 東京

千葉

滋賀

愛知 静岡 神奈川

ジェームス邸【再】【R】

福岡 NOVARESE福岡
天神モノリス【R夏季】
メゾン・ド・ヨシダ 桜坂【R】

長崎

佐賀

大分

愛媛

香川

熊本

宮崎

高知

徳島

鹿児島

沖縄

12

アマンダン

6

その他
ゲストハウス

4
(2)

式場

3

25
[27]

ゲストハウス

高崎モノリス【R宴】
ザ ロイヤル ダイナスティ伊勢崎【再】【R宴】
栃木 ecruspose宇都宮店
宇都宮モノリス【R宴】
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】【R宴】

婚礼提携

2

東京 NOVARESE銀座
SHARI THE TOKYO SUSHI BAR【Rのみ】
Serafina NEW YORK 丸の内店【Rのみ】
RESTAURANT IRIÉ LE JOYEUX【Rのみ】

三重

NOVARESE

9

ecruspose

6

ドレスショップ

ブルガリ ホテルズ＆リゾーツ・東京レストラン【提】

福岡
和歌山

群馬 ecruspose高崎店

宮城

群馬 栃木

姫路モノリス【再】【R夏季】

心斎橋モノリス【R】

岩手

富山

大阪 NOVARESE大阪

広島 NOVARESE広島

新潟

つる家【提】

モノリス

【R宴】 ：各種宴会時のみ営業

15

千葉 名称未定（2014年9月開業）
長野 ecruspose長野店

神奈川

アマンダンスカイ【R】
愛知 NOVARESE名古屋
葵モノリス【R】

NOVARESE横浜

レストラン

3

アマンダンヒルズ【R】
アマンダンブルー鎌倉【R夏季】
横浜モノリス【R】

海外（レストラン）

2

アマンダンテラス【R夏季】
静岡 ecruspose浜松店
アマンダンライズ【R夏季】

本件に関するお問い合わせ先
㈱ノバレーゼ 広報担当：野原 TEL: 03-5524-1199 FAX: 03-5524-1133
E-mail: nohara@novarese.co.jp

（）は今後の開業件数
[]は新規を含む合計

