2016 年 3 月 30 日
株式会社ノバレーゼ（東証一部）

報道資料

国登録文化財の建物のある金沢市指定文化財「辻家庭園」内に
5 人から披露宴のできる少人数専用の婚礼施設を開業
約 2 億円を投下、金沢箔の金箔も使用した金沢らしい金色の内装
～辻家の蔵に所蔵されていた久保田米僊の金屏風も設置～
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（東京都中央区、荻野洋基社長、東
証一部、資本金 6 億円）は、金沢市指定文化財である「辻家庭園」（金沢市寺町 1）内に、親族や友人の
みなど、少人数でも高品質な披露宴が行える専用の婚礼施設を、2016 年 4 月 2 日（土）に開業します。
当社が少人数専用の結婚式場を手掛けるのは初めてです。
開業する婚礼施設「辻家庭園別邸」は、総工費 1.9 億円をかけた 2 階建て（延床面積 302 ㎡）で、辻
家庭園内の駐車場であった場所を整備し、新築しています。
建物 2 階に披露宴会場（85 ㎡）を設け、1 階を新郎新婦の控え室や列席者の待合室として利用しま
す。最少で新郎新婦含む 5 人から披露宴を行え、バンケットの収容人数は最大でも着席 42 人です。
内観は金沢箔の本金箔も使いながら、全体を金色でまとめた豪華絢爛さです。1 階待合室の壁面に
は、園内の蔵に所蔵されていた久保田米僊（べいせん）の馬と松を描いた横幅 6m サイズの金屏風（2
枚組、高さ 1.6m）を設置。パリ万国博（1889 年）で金賞を受賞した同氏が、石川県の高校教諭として金
沢に滞在した約 1 年半の間に描いた貴重なもので、作品展示として一般公開するのは初めてです。
またバンケットは、じゅうたんを地元の伝統工芸である金沢和傘をモチーフにし、扉（建具）を石川県
の伝統工芸である田鶴浜（たつるはま）の「組子」の技法で仕上げるなど、金沢らしさを随所に取り入れ
ています。外観は 1 階を石造りにした、日本庭園になじむデザインです。
2 階の披露宴会場の庭側は、全面をガラス張りにしており、辻家庭園が誇る回遊式庭園を楽しめる造
りにしています。
足元の受注状況は好調で、今年 11 月まで披露宴の予約が入っています。一組当たりの平均客単価
は 225 万円前後を想定しており、今年度内（2016 年 12 月末まで）は約 60 組の施行で売上高約 1.5
億円を目指します。新施設の初期投資額（総工費 1.9 億円）の回収期間は 3 年を予定しています。

金色の天井と壁、金沢傘をモチーフにしたじゅうたんの披露宴会場イメージ

「辻家庭園別邸」での披露宴価格は、会場費込みの 55 万 2000 円（5 人）からで、人前式、料理、新
郎新婦の衣裳（ウエディングドレスとタキシード）、ヘアメークなど、結婚式に必要な一通りのサービスを
盛り込んだパッケージ商品として販売します。5 人以上は参加人数分の料理と乾杯酒の料金のみを加
算します。15 人以上、30 人以上の場合の割安な価格設定も用意します。
また人前式を教会式にアップグレードし、集合写真などを収めたフォトブックと結婚証明書、ブーケな
どを付けたさらに高付加価値（5 人・71 万 2800 円～）のパッケージプランも用意します。
予めパッケージ商品にすることで、会場決定から披露宴当日まで最短 3 週間で実施できるようにして
います。「今すぐにでも披露宴を行いたい」という、小規模ウエディングを希望する方ならではの要望に
応えます。
料理や衣裳、装花など全て従来通り、「辻家庭園」での婚礼時と同じサービスを提供します。少人数
でも本格的で高品質な披露宴を行えるのが特長で、同様の式を希望する 20 代後半から 30 代のこだわ
りのある“大人の新郎新婦”をターゲットにします。

久保田米僊の金屏風を設置する 1 階待合室（左）と建物外観イメージ（右）

辻家庭園別邸 施設概要
開 業 日

2016 年 4 月 2 日（土）

施 設 名

辻家庭園別邸

住

所

〒921-8033 石川県金沢市寺町 1-8-48

交

通

JR 金沢駅東口 7 番乗り場から「平和町行き」のバスで「寺町 2 丁目」下車、徒歩 2 分

面

積

敷地面積:1968.69 ㎡（595.53 坪）

延床面積:302.367 ㎡（91.466 坪）

収容人数

バンケット（2F）:最大着席数 42 人（84.293 ㎡、25.49 坪）

構

S 造一部 RC 造 2 階建て

投 資 額

1.9 億円

売上目標

初年度（2016 年末まで）約 1.5 億円

目標組数

初年度約 60 組

客 単 価

225 万円想定

電

076-201-1122

造

話

春のお花見時期限定でレストラン営業も、授乳室など完備でママ会にもおすすめ
開業を記念し、お花見期間限定（2016 年 4 月 4 日（月）～8 日（金））で、建物をレストランとして一般
開放します。
本格的な懐石料理 6 品をコース仕立てにした“懐石ランチ”を、日本庭園の拝観料（税込 500 円）を
込みにした 2500 円（税別）のリーズナブルな価格で提供します。
ご利用は 4 人以上の予約制です。授乳室やおむつの交換代もあり、女子会やママ会としてもお勧め
です。
今後も新緑や紅葉などお庭の美しい季節に合わせてレストラン営業を行います。

お花見期間限定のレストラン営業に関して
営業期間

2016 年 4 月 4 日（月）～4 月 8 日（金）

営業時間

11:30～14:30（L.O.13:30）

価

2500 円（税抜）

特

お庭の入園料（通常 500 円）込み

格

典

（先付）新玉葱のムース 春の山菜添え ／ （籠盛り 3 種）白魚菜種芥子和え 小松菜と揚げの
煮浸し、蛍烏賊有馬煮 助子旨煮 花弁百合根、新じゃが芋旨煮 桜長芋蜜煮 一寸豆艶煮
料理内容

（刺身）本日の鮮魚盛合せ あしらい一式 ／ （蒸し物）甘海老のスープ蒸し 鶯餡
（食事）桜海老と野沢菜の炊込み御飯、香の物、味噌汁 ／ （甘味）山葵アイス
※仕入れ状況により内容に一部変更の可能性がございます

そ の 他

お飲み物はソフトドリンク各種（税別 750 円）とアルコール各種（同 900 円～）をご用意します

（ご参考資料） 辻家庭園と当社の婚礼利用について
犀川（さいがわ）を隔てた金沢の街を一望できる寺町台地の斜面約 6600 ㎡の広大な敷地にある辻家庭園
は、加賀藩の家老八家（旧加賀八家（はっか））の一つで、「北陸の鉱山王」として知られた横山家の絶頂期
である大正初期（1910 年代）に、別荘地兼迎賓館の庭園として造成されました。設計者は、近代日本庭園の
傑作とされる椿山荘（山縣有朋別荘）や平安神宮など数々の名園を残した、近代造園の先駆者「植治」こと七
代目小川治兵衛であるとされています。作庭時の敷地は数万坪（今は庭園の中心部が残る）で、現在の 40
億円に相当する 20 万円を投じた豪勢な庭です。
1925 年（大正 14 年）に別の人物の手に渡り一時は荒廃したものの、1947（昭和 22）年に辻家の所有（自
邸）となり整備がなされます。離れや蔵を増築し現在の建物が完成、庭も作庭時の渓谷を模した地形をかえ
ずに植林をしたり、園路を整備したり手が加えられ、自然の山中のような風情のある庭園へと発展していきま
す。2004（平成 16）年には明治以降の庭園として初めて金沢市指定文化財に指定され、同年、建物の母屋
と長さ 50m におよぶ板塀と表門が国登録有形文化財に指定されました。
母屋は青金石（ラズライト）の色素を使った真っ青な壁が圧巻の「群青の間」や、鳥などの透かし彫りを施し
た立体感あふれる欄間など、建築当初である大正初期の絢爛豪華な建築要素を残します。
その母屋から見下ろせる場所に日本庭園は広がります。戸室山や医王山、犀川などを借景とする回遊式
庭園で、英国風庭園の影響を受けた、自然の趣を生かしたつくりが特徴です。中でも大量の富士山の溶岩を
自然風に積んだ落差 5.5ｍの大滝が、スケールの大きさを演出しています。園内には約 770 本もの木が植え
られており、特に約 25ｍのケヤキ 3 本は樹齢 300 年以上の古木です。日本庭園には珍しくイロハモミジやケ
ヤキなど落葉樹林が植栽の半分を占め、移ろう四季折々の景色を愛でることができます。庭園自体は保護の
ため 1995 年頃から、不定期のイベント開催や散策を希望する個人からの依頼に応じる以外は、原則非公開
となっていました。
当社はそうした建物の外観や内観、お庭の文化的価値を残しながら、2013 年 12 月から「辻家庭園」を婚
礼施設に再生しています。約 6600 ㎡の広大な園内一画に、披露宴会場とチャペルなどを併設した建物（地
下 1 階地上 2 階建、披露宴会場収容人数 130 人）を建設し、国登録有形文化財である母屋を待合室として
利用するため内装を改装しています。「文化財指定の庭園で挙げる結婚式」というほかにはない魅力が好評
で、年間約 180 組の披露宴を行っています。またお庭の遊歩道の整備もしており、婚礼のない平日は、一般
公開を有料（500 円）で行っているほか、夜は料亭営業し、普段入室禁止の「群青の間」で懐石コース（10 品、
1.5 万円/1 人、6 人～予約可）をふるまっています。

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 荻野洋基
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

