2016 年 3 月 11 日
㈱ノバレーゼ（東証一部）

報道資料

NY セレブの愛用ブランド「キャロリーナ・ヘレラ」など
ジューンブライドに向け、海外ドレスの秋冬コレクション 12 型販売
新作は “小顔に魅せる” V ネックがトレンド、胸元を華やかに演出
ウエディングプロデュース・レストラン運営の株式会社ノバレーゼ（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、英国プリンセス愛用の「テンパリー・ロンドン」やハリウッドスターはじ
め NY セレブご用達の「キャロリーナ・ヘレラ」など、海外人気ドレスブランドの 2016 年秋冬コレクション
12 型を、2016 年 3 月 11 日（金）から順次、当社運営のドレスショップ「NOVARESE」5 店舗（東京・金
沢・名古屋・大阪・神戸）で販売開始します。
海外インポートの 2016 年秋冬のトレンドは、V ネックのドレスです。清楚なイメージの“浅い V ネック”
から、プランジネックのような胸元をセクシーに強調する“深い V ネック”まで、多彩なデザインを展開。女
性らしいやわらかな曲線を、より美しく魅せる V ネックのデザインは、胸元の縦のラインを強調することで
．
デコルテをすっきりさせ、小顔に魅せる効果もあります。また、フロントだけでなくバックデザインもウエス
トまでが V ゾーンになっているドレスもあり、昨今の花嫁に人気の「バックスタイル（後ろ姿）を美しく魅せ
るドレス」としてもオススメの一着です。
春夏コレクションから大ブレイク中の「輝くドレス」は秋冬でも多く、クリスタルや刺繍、箔を全身や胸元
等に多くあしらったもののほか、シルクに銀糸を織り込んだ素材そのものが輝くドレスも登場しています。
その他、今年から注目を集めている「透明感のあるドレス」や、昨年から引き続き人気の「ボヘミアン」
スタイルも健在です。なかでも「ボヘミアン」テイストでかつ V ネックデザインのドレスは、当社バイヤーが
イチオシするドレスです。

キャロリーナ・ヘレラの新作ドレス。右と中の写真は同じドレス、前後で V ゾーンを強調

ともに「ボヘミアン」スタイル（テンパリー・ロンドン）、なかでも V ネック（左）はバイヤーのイチオシの一着
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店

NOVARESE銀座

〒104-0061東京都中央区銀座1-8-14銀座YOMIKOビル3F

NOVARESE金沢

〒921-8025石川県金沢市増泉2-7-19 シティガーデン増泉1F

NOVARESE名古屋

〒460-0003愛知県名古屋市中区錦3-24-24 錦324ビル3F

NOVARESE大阪

〒530-0001大阪市北区梅田2-2-2ヒルトンプラザウエスト オフィスタワー16F

NOVARESE神戸

〒651-0086兵庫県神戸市中央区磯上通8-3-5明治安田生命ビル2F

Temperley London…プリンセスやセレブリティに人気の英国ドレスブランド。デザイナー自身もファッションアイコ
ンとして有名。ドレスはボヘミアンで、レトロな雰囲気を残したデザインが特長。
Carolina Herrera…アメリカを代表するドレスブランドとして 25 年以上君臨。素材の美しさに加え、取り外し可能な
スカートや袖など、複数の着用方法ができる自由度の高いデザインに定評。裏地はほぼ全てがシルクで高級感が
あり、クラシックなスタイルを好む女性に人気。レネー・ゼルウィガー、キャロライン・ケネディ、オリビア・パレルモ、クリ
スティーナ・ヘンドリック、ジェシカ・シンプソンなどが実際にウエディングドレスを身につけています。
Rivini…トロント出身で経済学を学んだ後、ファッションデザインの道へと進んだ Rita Vinieris が 1995 年に立ち上
げたブライダルブランド。

入荷ドレス一覧
レンタル価格は税抜表記（下から 2 段目は品名）
テンパリー・ロンドン

テンパリー・ロンドン

テンパリー・ロンドン

ボヘミアンテイストのドレス。オフホワイ 軽やかな素材感とVネックデザインの 全身にレースモチーフが描かれた一
トのレースにパールやプラチナの美しい トップスが、現代のボヘミアンを表現す 着。ローウエストにゆったりと広がるス
輝きがエレガント
る今シーズン大注目の一着
カートが特長的

テンパリー・ロンドン

ゴールドやグリーンなど様々な色の糸
で織り込まれた新鮮なボヘミアンテイス
トの一着

Ava
¥350,000

Bee
¥320,000

May
¥330,000

Obelia
¥320,000

キャロリーナ・ヘレラ

キャロリーナ・ヘレラ

キャロリーナ・ヘレラ

キャロリーナ・ヘレラ

ボディラインにフィットし、美しく洗練され トレンドデザインであるVネックラインに、 光沢のある上質な素材と、ミリ単位ま やさしいパステルカラーの草花が描か
たシルエットを叶えるドレス。フラワーモ 軽やかなオーガンジーとレースの重ね で正確な縫製技術が光る一着。ポケッ れたトップスに、やわらかいチュールの
チーフをあしらったレースが華やか
が美しいドレス
トのついたモダンなデザイン
スカートがフェミニンな一着
Manon
¥410,000

Marinella
¥440,000

Mason
¥330,000

Mathilda
¥350,000

キャロリーナ・ヘレラ

キャロリーナ・ヘレラ

リヴィニ

リヴィニ

全身総刺繍の贅沢な一着で、ショル
ダーからネックラインにかけての刺繍が
上品。大胆にあいたバックスタイルも印
象的
Madeline
¥420,000

肌なじみがよく、女性の持つやわらかく
立体的なフラワーモチーフにトレンドの
愛らしい雰囲気のドレス。トップスの
プラチナの輝きがプラス。ラグジュア
レースが特長的。
リーホテルでも、華やかに映える
（アイボリーカラーで入荷）
Mercedes
¥370,000

Dahlia
¥460,000

理想のマーメイドラインを叶えるドレス。
何層にも素材が重ねられたスカートが、
ラグジュアリーな花嫁姿を演出
Kaelen
¥330,000

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 （2015 年 12 月末）
【代 表 者 】 代表取締役社長 浅田剛治
1,818 人（連結）、1,583 人（単体） ※いずれもパート・アルバイト含む（2015 年 12 月末）
2015 年 12 月期 164 億 2,887 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）、株式会社ブライト（婚礼総合法務サービス）、
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)
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

NOVARESE
ecruspose

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】

中国

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】
姫路モノリス【再】【R宴・夏季】
ジェームス邸【再】【R】
心斎橋モノリス【R宴・夏季】
旧桜宮公会堂【再】【R】
広島 NOVARESE広島
広島モノリス【R宴・夏季】
三瀧荘【再】【R】

山口

フレアージュ桜坂【R】
鉄板焼 みたき 桜坂【Rのみ】

熊本

鹿児島

沖縄

大分

宮崎

新潟

福島

富山

群馬 栃木
埼玉

茨城

長野 東京

千葉

愛知 静岡 神奈川

滋賀

広島

岡山

大阪

三重

愛媛

香川

高知

宮城

山梨

兵庫 京都

和歌山
佐賀

山形

岐阜

鳥取

福岡
長崎

岩手

石川

島根

奈良

秋田

福井

大阪 NOVARESE大阪

ゲストハウス

14

アマンダン

7

その他
ゲストハウス

4

28

福島 郡山モノリス【R宴】
ecruspose郡山店
群馬 ecruspose高崎店
高崎モノリス【R宴】
栃木 ecruspose宇都宮店

中価格帯施設

3

宇都宮モノリス【R宴】
埼玉 ecruspose大宮店
大宮モノリス【R宴・夏季】

婚礼提携

2

ザ・ロイヤル ダイナスティ【R宴】
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】

NOVARESE

9

ecruspose

8

ドレスショップ

Jean-Georges Tokyo【Rのみ】

17

長野 ecruspose長野店
アマンダンスカイ【R宴・夏季】

千葉 アマンダンセイル【R】

愛知 NOVARESE名古屋
葵モノリス【R宴・夏季】
アマンダンテラス【R宴・夏季】

徳島

モノリス

【R宴】 ：各種宴会時のみ営業
青森

新潟 ecruspose新潟店
石川 NOVARESE金沢

天神モノリス【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

上海 SHARI MODERN JAPANESE CUISINE【Rのみ】

福岡 NOVARESE福岡

【R】 ：通常のレストラン営業

北海道

釜山 MITAKI【Rのみ】

静岡 ecruspose浜松店
アマンダンライズ【R宴・夏季】

愛媛 Serafina NEW YORK 松山大街道店【Rのみ】

レストラン特化型（国内）

6

レストラン特化型（海外）

3

神奈川 NOVARESE横浜
アマンダンヒルズ【R宴・夏季】
アマンダンブルー鎌倉【R宴・夏季】
横浜モノリス【R】
葉山ホテル音羽ノ森【提】

松山モノリス【R宴】

施設数は今後の開業・提携予定も含みます
（）内の数字は今後の予定件数です

ecruspose松山店

本件に関するお問い合わせ先
㈱ノバレーゼ 広報担当：松井 TEL.03-5524-2299 FAX.03-5524-1133
E-mail: t-matsui@novarese.co.jp

