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ブライダル大手ノバレーゼ、使用済みのウエディングドレスを 

「女児向けパーティー衣装」にアップサイクル 

6型の衣装を低価格でレンタル、循環利用で廃棄素材を最小限に 

デザインは服飾専門学生が考案 

ブライダル大手の（株）ノバレーゼ（東京都中央区、荻野洋基社長、資本金 100百万円）は、役目を

終えた廃棄予定のウエディングドレスをアップサイクルする取り組みを開始します。結婚式で新婦が着る

ドレスを女児向けのパーティー衣装に有効利用し、完成品をレンタルします。 

製品は 6型 6デザインです。大きさは 110～120cm

（対象年齢 5~6歳想定）で、今後は小学生を対象に、よ

り大きいサイズも用意します。3泊 4日のレンタル料金

は、往復の送料とクリーニング代込みで税込 3,300円に

抑えます。 

サービス開始日は 2022年 10月 20日（木）です。 

提供はパーティードレスのレンタルサービスを展開す

る当社子会社のアンドユーを通じて行います。 

着用回数の少ない子どものフォーマルな衣装を、「販

売」ではなく「レンタル」にすることで、循環利用を促し、

廃棄素材を最小限に抑えます。また価格もリーズナブル

で経済的メリットもあります。 

衣装デザインは専門学校「東京モード学園」と共同

で、産学連携プロジェクトとして行いました。今後も様々

な学校と本取り組みを継続し、当社内だけにとどまらな

い、賛同の輪を広げる活動にします。 

23年春夏のファッションショーで多くのブランドが取り入れた「アップサイクル」 

廃棄される物を付加価値の高い商品に作り替える「アップサイクル」は今、ファッション業界で関心が高

まっています。今秋に国内で開催された 23年春夏コレクションショーで、多くのブランドがアップサイク

ルを取り入れだし、ファッショントレンドとして注目されています。当社はウエディングドレスを取り扱う企

業として何ができるかを考え、業界に先んじて今回のプロジェクトに取り組んでいます。 

1～3着のウエディングドレスからキッズドレス 1着を製品化 

今回、レンタルを開始する女児向けのパーティー衣装は、当社が運営するドレスのレンタルショップで

使用済みになった廃棄予定のウエディングドレスを再利用し、アップサイクルしたものです。 

各ドレスの縫製をほどき、前身頃やスカートの部分を取り出し、子ども衣装に活用します。元々の素材

自体が高品質で、生地には光沢感があります。ドレスに使用されている透明感のあるチュールやオーガ

ンジー、優美で繊細な模様のレースも生かします。キッズ向けのレンタル衣装ながら、パーティーにふさ

わしい上質で華やかな装いを作ります。結婚式の参列や習い事の発表会、卒園式や入学式におすす
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めです。衣装は、一部、リボンやボタンといった必要なパーツを新調しながら、1着に対して、1～3着の

ドレスを使い完成させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デザインは服飾の専門学生が考案！全 190アイデアの中から 10型を選定 

ドレスのアップサイクル第一弾となる今回は、本プロジ

ェクトの主旨やビジョンに賛同してくださった、専門学校

「東京モード学園」と共同で取り組んでいます。 

デザインは同校の「ファッションデザイン学科」に在籍

する 4年生からアイデアを募集しています。90人から全

190案が集まり、「廃棄されるドレスの素材や色味との相

性の良さ」や「多くの子どもが着用できるシルエットやサイ

ズ感の実現性」に着目して、今後レンタル提供するもの

を含む 10型を選定しています。 

制作は、縫製技術を持つ当社スタッフが担当します。 

子会社運営の EC サイトで提供、レンタル価格は税込 3,300 円 

衣装の貸し出しは、子会社アンドユーが運営する、大人用パーティードレスをレンタルする ECサイト

「ANDYOU DRESSING ROOM（アンドユードレッシングルーム）」で行います。サイト内に「キッズドレ

ス」（https://and-u.jp/kidsdress）のコーナーを新たに設け、レンタルを受け付けます。 

開発した 10型のうち、まず 6型 6着の取り扱いを 2022年 10月 20日（木）から開始します。2023

年春頃を目途に、全 10型へ製品を拡充する計画です。 

大きさは 110～120cmのワンサイズを用意します。元々のウエディングドレスのデザイン性を最大限

生かせる大きさです。対象年齢は 5～6歳です。今後、小学生を対象に、サイズ幅を広げる考えです。 

1回（3泊 4日）のレンタル料金は、クリーニングと往復の送料込みで、税込 3,300円とリーズナブル

な設定です。 

アンドユードレッシングルームでは、「キッズドレス」分野の拡大も視野にいれており、既製品ドレスや

小物類（バッグ、ヘアアクセサリー等）の展開も検討しています。

東京モード学園の学生と当社スタッフが 

一緒にドレスの試作を確認している様子 



 

【企画背景】役目を終えたドレスの活用で、子どもたちに笑顔を 

当社は、レンタル回数を重ねた（回数制限に達した）ウエディングドレスを裁断して処理しています。

特別な日に着用した新婦にとって思い入れのある 1着が、中古品市場に流通しないように、細心の注

意を払っています。 

今回のアップサイクルの取り組みは、新婦が悲しい思いを抱くことなく、新たな価値を生み出しなが

ら、廃棄量を減らせるのではないかと考え着手しました。 

現在、ノバレーゼでは子ども向け衣装の扱いがなかったことや、家族の誕生に関わる婚礼会社とし

て、「子どもたちの笑顔を守りたい」という想いから、キッズドレスとして再利用することを決定しました。

パーティードレスをレンタルする子会社の存在を強みに、サーキュラーエコノミーを意識し、取り組みま

す。 

廃棄する量に対して再利用する生地はまだまだ少なく小さな一歩ですが、本件をより大きな事業とし

て発展させると共に、ドレスを使った別の取り組みにも着手するきっかけにしたいと考えています。 

製品概要 

製品名 タフタロングテールミディアムドレス 2wayケープバルーンミディアムドレス 

画像  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 光沢感のあるタフタのドレス 1型を 2着使用。張

り感のある素材を最大限に生かすため、ボリュー

ミーなスカートやフリルスリーブのデザインを採用

しています。ウエストのベルトやボタンは元のカラ

ードレスのパーツを活用しています。前身頃部分

には、新調したドットチュールを使用し、華やかさ

をプラスしています。 

3着のカラードレスを使用。 

ドレスとケープ部分は、いずれもカラードレスのス

カート部分の素材を活用しています。ドレス生地

の光沢感と、柔らかい肌ざわりのオーガンジーの

風合いを生かした一着です。ハイネックのシャー

リングやバルーンシルエットは、オーガンジー素

材ならではのデザインです。 

デザイン 美しい光沢が特徴のタフタ生地が、高級感を演

出してくれる一着。光の当たり具合によって、ドレ

スの色味が変化して見えます。胸元にはドットチ

ュールが施されており、やわらかい雰囲気に。ス

カートは前から後ろにかけて長くなるデザイン

で、ロマンチックな印象です。背中にファスナー

がついているワンピースタイプ。 

ケープの取り外しが可能な 2way ドレス。バルー

ンスカートと首元のハイネックがかわいらしい一

着です。ケープは前側でリボンを結んでいただく

仕様になっており、エレガントな雰囲気に。ドレス

は背中にファスナーがついているワンピースタイ

プです。 

色 ネイビー 水色、ホワイト 

税込価格 3,300円、3泊 4日、送料・クリーニング代込み 3,300円、3泊 4日、送料・クリーニング代込み 

レンタル場所 https://and-u.jp/i/40020001 https://and-u.jp/i/40020002 



 

製品名 リボンスパンコールレースミディアムドレス フリルスリーブチュールロングドレス 

画像  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 1着のカラードレスを使用。 

カラードレスのスカート部分をメーンに使いなが

ら、トレーン（ドレスの裾部分）に使用されていた

スパンコールチュールを重ねています。肩リボン

もスカート部分の素材を活用して制作していま

す。 

1着のカラードレスを使用。 

元のカラードレスに使用されていたボリューミー

なチュールを生かし、ふんわりとしたシルエットに

仕上げています。ピンクとホワイトのチュールを重

ねることで、柔らかい雰囲気を演出します。胸元

のレースとくるみボタンを新調し、ドレスにアクセ

ントを加えています。 

デザイン スパンコールのきらめきと、肩に施した大きなリボ

ンがかわいらしい一着。動いた際のきらめきやス

カートの揺れが美しく、華やかな印象に仕上げま

す。背中にファスナーがついているワンピースタ

イプです。 

淡いピンクカラーの愛らしさと、ドレッシーなロン

グ丈のスカートがバランスの良い一着。ホワイトと

ピンクのチュールを使用しており、柔らかい色合

いです。ハイウエストデザインのため、シルエット

をキレイに魅せます。スカートはボリュームを出せ

るよう、パニエも同封します。背中にファスナーが

ついているワンピースタイプです。 

色 水色 ピンク 

税込価格 3,300円、3泊 4日、送料・クリーニング代込み 3,300円、3泊 4日、送料・クリーニング代込み 

レンタル場所 https://and-u.jp/i/40020003 https://and-u.jp/i/40050001 

製品名 2ピースショルダーリボンミディアムドレス アシンメトリーフリルショートドレス 

画像  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

特徴 2着のウエディングドレス（ホワイトドレス）と 1着

のカラードレスを使用。厚手で光沢感のあるミカ

ド素材を活用し、立体感のあるトップスに。スカー

トには、カラードレスのスカート部分のチュール素

材を使用し、ボリューミーなデザインに仕上げて

います。ウエストのレースは、元々ウエストリボン

だったパーツを活用。トップス部分のくるみボタン

は新調し、ドレスにアクセントを加えています。 

2着のカラードレスを使用。 

カラードレスの柄を最大限に生かすため、ドレス

のデザインはシンプルな形を採用。見た目に華

やかなマルチカラーの総柄が印象的な一着で

す。透け感のあるオーガンジー素材をスカート裾

に使用し、軽やかさをプラスしています。 

デザイン モスグリーンのチュールスカートに、オフホワイト

のハリのある素材を合わせたセパレートドレス。ス

カートのウエストはゴム仕様で、着脱をしやすくし

ています。オフホワイトのトップスは前開きになっ

ており、クルミボタンで留めるかわいらしいデザイ

ン。肩リボンは長さを調整して結べます。 

マルチカラーのプリント柄がナチュラルな雰囲気

のドレス。胸元に入れたタックが華やかな雰囲気

を演出します。軽やかなオーガンジー素材が動

きに合わせて揺れ、上品な印象に。背中にファス

ナーがついているワンピースタイプです。 

色 グリーン、ホワイト マルチカラー 

税込価格 3,300円、3泊 4日、送料・クリーニング代込み 3,300円、3泊 4日、送料・クリーニング代込み 

レンタル場所 https://and-u.jp/i/40070001 https://and-u.jp/i/40090001 

サービス概要 

レンタル開始日 2022年 10月 20日（木） サイト URL https://and-u.jp/kidsdress 

取扱点数 6型 6着 

 ※2023年春を目途に 10型 10着まで増やします 

税込料金 3,300円 ※3泊 4日の料金、往復送料とクリーニング代込み 

サ イ ズ 110～120cm（5～6歳の女児向け） 

会社概要 

社名 株式会社ノバレーゼ［英文社名］NOVARESE, Inc. 

住所 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目 8番 14号 銀座 YOMIKO ビル 4F 

電話 03-5524-1122（代） 創立 2000年 11月 1日 

資本金 100百万円 （2020年 12月末） 代表者 代表取締役社長 荻野洋基 

従業員数 2034人（連結）、1670（単体） ※いずれもパート・アルバイト含む（2021年 12月末） 

事業内容 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） 

国内店舗数 海外 

婚礼施設運営 ドレスショップ レストラン フォトウエディングとスパ運営事業 

34施設※ 23店舗 7店舗 1店舗 

※今後開業を控える施設を含みます 

本件に関するお問い合わせ先 

（株）ノバレーゼ 広報担当：松井 

TEL.03-5524-2299 E-mail: t-matsui@novarese.co.jp 

https://and-u.jp/kidsdress

