2017 年 2 月 20 日
㈱ノバレーゼ

報道資料

3000 本のキャンドルとライティングアートで「灯り」と「光り」の競演
チャペルなど館内を幻想的に演出する「キャンドルナイト」開催
国重文指定など歴史的洋館含む全国 16 会場の婚礼施設を一般開放、参加無料
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、荻野洋基社長、資本
金：100 百万円）は、全国の婚礼施設 16 会場を一般開放し、館内や敷地内の庭園に大小 3000 本のキ
ャンドルを灯すイベント「キャンドルナイト 2017」を開催します。2017 年 3 月 5 日（日）から 7 月 1 日（土）
にかけて、各施設 1 日ないしは 2 日間かけて行います。入場料は無料で、18 歳以上であれば誰でも自
由に、ご参加いただけます。
「キャンドルナイト 2017」では、大小異なる 3000 本の色鮮やかなキャンドルを、披露宴会場やチャペ
ル、施設内の庭園に配し、一斉に灯します。色鮮やかな花模様のランプを使った巧みなライティングア
ートも行い、暗くした館内は幻想的な灯りと光で包まれます。
プロの JAZZ ミュージシャン 3 人（ピアノ、ウッドベース、サックス）による生演奏と聖歌隊 3 人によるミ
ニコンサートも、庭園やバンケット、チャペルなどで行います。
星空やシャンデリアの下で響く音楽で、幻想的な“大人デート”をさらにムーディーに盛り上げます。
当社がこうしたキャンドルナイトのイベントを行うのは、
今年で 2 年目です。昨年、5 会場で計 10 日間行ったとこ
ろ、約 5700 人が参加してくださるなど大きな反響を得ま
した。普段、馴染みの薄い結婚式場を「身近な施設とし
て感じていただきたい」と企画する、ご招待イベントです。

昨年の様子 : 披露宴会場と庭園（左）、チャペル（右）

「旧桜宮公会堂」
（大阪）
・
「芦屋モノリス」・
「姫路モノリス」は雰囲気抜群の歴史的洋館
16 会場の中には歴史的価値のある建物も含みます。表玄関が国の重要文化財に指定されている
「旧桜宮公会堂」や、築約 90 年の旧逓信省別館「芦屋モノリス」と「姫路モノリス」は、荘厳で重厚な外
観・内観が美しい歴史的洋館です。積み重ねた時が醸し出す抜群の雰囲気のなか、交差するキャンド
ルとライティングアート、ジャズ、ゴスペルの演出は、参加者を、時空を超えた世界へといざないます。

歴史的洋館でのキャンドルナイトは格別、左から「旧桜宮公会堂」「芦屋モノリス」「姫路モノリス」

イベント概要
名

称

キャンドルナイト 2017
3/5(日)

群馬県高崎市貝沢町 732 （TEL.027-370-9922

実施会場

高崎モノリス

実 施 日

旧桜宮公会堂

3/10(金)11(土)

大阪府大阪市北区天満橋 1-1-1 （TEL.06-6881-3636）

住

ザロイヤルダイナスティ

3/17(金)18(土)

埼玉県さいたま市大宮区東町 1-61 （TEL.048-643-4188）

連 絡 先

天神モノリス

3/31(金)4/1(土)

福岡市中央区長浜 1-1-12 （TEL.092-717-8866）

（問合せ先）

アマンダンスカイ

4/7(金)・8(土)

長野県長野市上松 3-7-27 （TEL.026-238-2888）

芦屋モノリス

4/15(土)16(日)

兵庫県芦屋市大桝町 5-23 （TEL.0797-38-3382）

アマンダンライズ

4/21(金)22(土)

静岡県浜松市中区上島 1-3-1 （TEL.053-416-3300）

アマンダンヴィラ

4/29(土)30(日)

石川県かほく市鉢伏寅 25 （TEL.076-283-7799）

アマンダンテラス

5/2(火)3(水祝)

愛知県名古屋市天白区植田 2-702 （TEL.052-955-4774）

新潟モノリス

5/6(土)

新潟市中央区南万代町 1-11 （TEL.025-242-2200）

郡山モノリス

5/19(金)20(土)

北山モノリス

6/2(金)3(土)

所

福島県郡山市桑野 1-11-17 （TEL.024-927-5505）
京都市左京区山端川岸町 14-1 （TEL.075-706-5551）

アマンダンヒルズ

6/11(日)

神奈川県厚木市森の里若宮 13-3

松山モノリス

6/18(日)

愛媛県松山市湊町 7-7-2 （TEL.089-931-1133）

宇都宮モノリス

6/25(日)

栃木県宇都宮市中今泉 3-14-15

姫路モノリス

6/30(金)7/1(土)

（TEL.046-290-3344）

（TEL.028-614-4422）

兵庫県姫路市総社本町 115 （TEL.079-286-5544）

実施時間

18:00～21:00 ※最終来店：20:30

生 演 奏

JAZZ ライブ

19:00～／20:00～ （各回 15 分間）

※演奏は庭園内またはバンケット

ミニコンサート

19:30～／20:30～ （各回 15 分間）

※歌唱はチャペル内

※会場により開催時間が異なる場合があります。
料

金

年齢制限

無料

予

約

不要

18 歳以上 ※夜遅くまでのイベントのため
Facebook と Instagram の会場オフィシャルページのどちらかを事前フォローしていただいてい

特

典

る方は当日、受付で画面をご提示いただければ、オリジナルミネラルウォーターをお一人様 1 本
プレゼントします
※複数参加の場合、フォロー者各人にプレゼント

備

考

特設サイト

入場制限は基本的にありませんが、混雑時は館内入場をお待ちいただく場合がございます
雨天決行、荒天の場合は中止です
http://produce.novarese.jp/event

※2/28 開設

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.
〒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
100 百万円 （2016 年 12 月末）
【代 表 者 】 代表取締役社長 荻野洋基
1,871 人（連結）、1,610 人（単体） ※いずれもパート・アルバイト含む（2016 年 10 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
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】

石川

大阪 NOVARESE大阪
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

島根

広島

鳥取

岡山

兵庫 京都
大阪

奈良

福岡
和歌山
長崎

フレアージュ桜坂【R】
鉄板焼 みたき 桜坂【Rのみ】

佐賀

大分

愛媛

香川

熊本

宮崎

高知

徳島

鹿児島

沖縄

岩手

山形

宮城

富山

群馬 栃木

山梨

埼玉

岐阜

滋賀

愛知 静岡

ゲストハウス

14

アマンダン

7
(8)

その他
ゲストハウス

4

28
(29)

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】

茨城

長野 東京 千葉

福井

三重

秋田

新潟 福島

つる家【提】

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】

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

神奈川

SHARI THE TOKYO SUSHI BAR【Rのみ】
Serafina NEW YORK 丸の内店【Rのみ】
Jean-Georges Tokyo【Rのみ】

長野 ecruspose長野店

NOVARESE

9

ecruspose

8
(9)

17
(18)

ドレスショップ

bubbles ginza –champagne café–【Rのみ】

アマンダンスカイ【R宴・夏季】
愛知 NOVARESE名古屋

千葉 アマンダンセイル【R】

レストラン特化型（国内）

7

レストラン特化型（海外）

3

葵モノリス【R宴・夏季】
アマンダンテラス【R宴・夏季】
静岡 ecruspose浜松店

香川

アマンダンライズ【R宴・夏季】

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】

アマンダンカルム（2017年11月開業予定）

横浜モノリス【R】

ecruspose（名称未定、2017年5月中旬予定）

葉山ホテル音羽ノ森【提】

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

愛媛 Serafina NEW YORK 松山大街道店【Rのみ】
松山モノリス【R宴】
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

