2014 年 9 月 8 日
ノバレーゼ（東証一部）

報道資料

ファン垂涎 「サンフレッチェ広島おせち」 全国発売
チームカラーの紫の重箱！蓋の裏には選手直筆の熱いメッセージ入り
広島随一の料亭「三瀧荘」による豪華 36 品目！サッカーボール型の料理も
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、東証
一部、資本金：6 億円）は、J リーグ 1 部のサンフレッチェ広島とコラボレーションし、チームカラーの紫の
重箱が斬新な「サンフレッチェ広島おせち」（税込 27,000 円）を販売します。
おせち料理を作るのは当社運営の広島市の料亭兼婚礼施設「三瀧荘（みたきそう）」です。
予約販売のみで、予約受付は 2014 年 9 月 8 日（月）から当社オンラインショップで、12 月 21 日（日）
まで受け付けます。発送は全国どこでも承り、お届け日は 12 月 31 日（水）です。
おせち料理の二段の重箱はチームカラーである鮮や
かな紫色です。蓋の表にチームのロゴをあしらい、裏に
は選手の熱いメッセージを印字した、サンフレッチェ広島
一色のおせちです。
容器はプラスチック製で、運動会やアウトドアなどに、
お弁当箱としても使える、ファン垂涎の品です。
料理を手掛けるのは、日本屈指の創作和食料理店
「中村孝明」にて取締役総料理長を務めた、当料亭の料

料理はイメージ

理長、鈴木一生（すずきかずお）です。確かな和食の技
術に加え、“芸術美”と評される美しい盛り付けも特徴で
今回、鮑など豪華食材で作る 36 種の料理で重箱を彩豊
かに飾ります。広島産の鰆やゴボウ、レンコンなど地元食
材もふんだんに取り入れる予定です。また、サッカーボ
ールに見立てたお料理もこしらえ、豪華さに遊び心を加
えます。
本企画は、三瀧荘が同チームのオフィシャルスポンサ
ー契約をしているご縁がきっかけで始まり今年で、二年
目です。
昨年は 250 個を販売するなど想定を大きく上回る人気おせちとなりました。裏蓋のメッセージは昨年
の森保監督の「感謝」から今年は選手のメッセージにかわり、どうなるのかも楽しみに、お待ちください。
名

称

サンフレッチェ広島おせち

税込価格

27000 円（送料込み）

販売場所

ノバレーゼのオンラインショップ（http://shop.novarese.co.jp/portal/）のみ

予約受付

2014 年 9 月 8 日（月）～12 月 21 日（日）

支払方法

カードもしくはコンビニ決済

商品届日

12 月 31 日（水）のみ ※時間指定不可

内

容

問合せ先

二段重箱、36 品目

TEL:082-537-0220 （三瀧荘）

会社概要
【社
名】
【住
所】
【電
話】
【資 本 金 】
【従業員数】
【売 上 高 】
【事業内容】
【連結子会社】

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 （2013 年 12 月末）
【代 表 者 】 代表取締役社長 浅田剛治
1572 人（連結）、1381 人（単体） ※いずれもパート・アルバイト含む（2014 年 6 月末）
2013 年 12 月期 138 億 9,400 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
株式会社タイムレス（コンサルティング事業）、株式会社 MARRY MARBLE（婚礼演出映像・写真）
株式会社花乃店千樹園（婚礼装花）、上海娜珀蕾丝餐饮管理有限公司（レストラン運営）
NOVARESE KOREA INC.（レストラン運営）

事業内容
■ ブライダル事業
（婚礼衣裳部門)
NOVARESE
ecruspose

シンプルでモダンなデザインの高級ウエディングドレスのレンタル、販売
華やかでキュートなデザインのウエディングドレスのレンタル、販売

業 務 提 携

（婚礼プロデュース部門)
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 割程度抑えた中価格帯施設。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
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

（レストラン部門)
休日の披露宴や平日のレストラン営業における飲食事業を運営（下記【R】）

モノリスタイプ
アマンダンタイプ
再 生 施 設
中価格帯施設

■ レストラン特化型事業
挙式・披露宴を行わないレストラン特化型の店舗を運営（下記【R のみ】）
韓国

ソウル Serafina NEW YORK Hapjeong Seoul【Rのみ】
上海 SHARI MODERN JAPANESE CUISINE【Rのみ】

新潟モノリス【R宴・夏季】

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】
京都 NOVARESE京都
北山モノリス【R】
兵庫 NOVARESE神戸

つる家【提】

芦屋モノリス【再】【R宴・夏季】
姫路モノリス【再】【R宴・夏季】
ジェームス邸【再】【R】

旧桜宮公会堂【再】【R】

三瀧荘【再】【R】

山口

山形

宮城

新潟

福島

富山

群馬 栃木

石川

山梨

埼玉

茨城

岐阜

長野 東京

千葉

愛知 静岡 神奈川

島根

鳥取

兵庫 京都

滋賀

広島

岡山

大阪

三重

愛媛

香川

奈良

岩手

福井

大阪 NOVARESE大阪
心斎橋モノリス【R宴・夏季】

秋田

モノリス

12

アマンダン

6

その他
ゲストハウス

4
(1)

【R宴】 ：各種宴会時のみ営業
青森

新潟 ecruspose新潟店

広島モノリス【R宴・夏季】

【R夏季】 ：夏季限定営業

青森 フレアージュ スウィート

石川 NOVARESE金沢

広島 NOVARESE広島

【R】 ：通常のレストラン営業

北海道

釜山 MITAKI【Rのみ】
中国

ゲストハウス

26
[27]

群馬 ecruspose高崎店
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】

中価格帯施設

4

埼玉 ecruspose大宮店
大宮モノリス【R宴・夏季】
ザ ロイヤル ダイナスティ 大宮【再】【R宴】

婚礼提携

1

Serafina NEW YORK さいたま新都心店【Rのみ】
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】

NOVARESE

9

ecruspose

6

ドレスショップ

Jean-Georges Tokyo【Rのみ】

15

福岡
福岡 NOVARESE福岡
天神モノリス【R宴・夏季】
フレアージュ桜坂【R】

和歌山
長崎

佐賀

熊本

鹿児島

沖縄

大分

宮崎

高知

徳島

長野 ecruspose長野店

千葉 名称未定（2014年冬開業）

レストラン特化型（国内）

5

レストラン特化型（海外）

3

アマンダンスカイ【R宴・夏季】神奈川 NOVARESE横浜
愛知 NOVARESE名古屋

アマンダンヒルズ【R宴・夏季】

葵モノリス【R宴・夏季】

アマンダンブルー鎌倉【R宴・夏季】

アマンダンテラス【R宴・夏季】

横浜モノリス【R】

静岡 ecruspose浜松店
アマンダンライズ【R宴・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

