2021 年 2 月 8 日

プレスリリース

京友禅の老舗と「SNS 時代」の和装を考案、新作 4 型をドレスショップで展開
写真映え抜群！ 着物全体に柄、360 度どこから撮影しても美しいデザイン
四季を 14 種の花で表現した世界で一着の色打ち掛けも
ブライダル大手の（株）ノバレーゼ（東京・銀座）は、1555 年創業の京友禅の老舗「千總（ちそう）」らと
コラボレートして、SNS 時代の結婚式に特化したオリジナルデザインの和装（色打ち掛け）4 型を開発。
ドレスショップ「NOVARESE（ノバレーゼ）」で、レンタルを開始しました。税抜価格は 1 着 520,000 円
～です。当社がコラボレーションしたのは、1555 年創業の伝統ある京友禅の「千總」と、1894 年創業の
西陣織の老舗「龍村美術織物」の 2 社です。
4 型ともに、30 代以上の大人の女性が好む本物志向で伝統的な和模様ながら、SNS を意識したデ
ザインを施しています。360 度どの角度から写真を撮影しても美しく映えるよう、着物全体にかけて優雅
な柄を配置しました。新婦は入場やテーブル周りのご挨拶など常に注目の的です。列席者は様々な角
度から撮影し、写真を SNS にアップします。そんな SNS 時代に合わせた、“どの角度から撮っても美し
い着物“が揃います。
また襟元は、開いた花を描いており、顔周りを華やかな印象に魅せる工夫もしています。
新作はいずれもノバレーゼでしか着ることの出来ない、完全オリジナルの和装で、「NOVARESE」の
6 店（銀座、金沢、名古屋、大阪、神戸、広島）で展開します。取り扱う商品は各店により異なります。

世界に一着のみ！四季の移ろいを 14 種の花々で表現した、豪華絢爛な色打ち掛け
4 型の中でも最も目を引くのが、
「NOVARESE 銀座」限定商品として取り扱
う、世界に一着のみの「桜花彩苑文（おうかさ
いえんもん）」です。
枝垂れ桜（しだれざくら）をメーンに、四季の
移ろいを 14 種の花で着物全体にあしらった
豪華絢爛なデザインで、どこから見ても異なる
四季折々の表情を魅せる華やかさです。
着物の上前（前身頃の上になる部分）が、
春の花（牡丹、タンポポ、山吹、ツツジ）ではじ
まり、後ろにかけて、夏の花（カキツバタ、鉄
線、タチアオイ）や、秋の花（菊、キキョウ、
萩）、そして冬の花（椿、梅、スイセン）へと移り
変わります。
また花嫁がより美しく見えるように、模様の
大きさと配置にもこだわります。上半身は、淡

一般的な着物には柄の無い、
胸元の合わせが下側となる右襟元にもデザインを入れた

い色合いの枝垂れ桜の模様を顔周りに配置し、メークの色を引き立たせます。裾にかけては、花の模様
を大きくしながら縦のラインを強調し、スタイルを美しく魅せるようにしています。

京友禅や織り物の老舗、京都の 2 社とのコラボレーションで実現
新作の 4 型はいずれも、京都にある京友禅と織り物の老舗と手掛けています。「桜花彩苑文（おうかさ
いえんもん）」「瑞祥三友文（ずいしょうさんゆうもん）」との 2 型は 1555 年創業の京友禅の「千總（ちそ
う）」と、「薫花逍遥文（くんかしょうようもん）」と「翠松錦（すいしょうきん）」は 1894 年創業の西陣織の「龍
村美術織物」とのコラボレーション企画です。

純白生地に金箔と刺繍で松竹梅や鶴を描いたデザインや、美しい緑と白の着物も

左から桜花彩苑文、瑞祥三友文、薫花逍遥文、翠松錦

商品名

桜花彩苑文

瑞祥三友文

薫花逍遥文

翠松錦

（おうかさいえんもん）

（ずいしょうさんゆうもん）

（くんかしょうようもん）

（すいしょうきん）

販売店

銀座店

金沢店

名古屋・神戸・広島店

銀座・金沢・大阪店

価格

580,000 円

600,000 円

520,000 円

520,000 円

（）内税込

（638,000 円）

（660,000 円）

（572,000 円）

（572,000 円）

販売日

2020／11／12

2020／11／12

2020／7／11

2020／7／11

共同先

千總

千總

龍村美術織物

龍村美術織物

枝垂れ桜と、全 14

純白の生地に、金箔

垣根を金銀斜め格子

白地に緑が上品な

種の四季の花々の模

と刺繍で、松竹梅や

状にデザイン。そこ

松を、織り模様で表

様が特徴。着物全体

鶴などハレの日にふ

に、桜や菊、スイセン

現。ひわ色（黄みの

で、四季の移ろいを

さわしい模様を描い

など、季節の花々を

強い明るい黄緑色）

表現した世界で一着

た、新しい門出を祝う

描いた華やかな

の裏地が白の裏地

の柄

世界で一着の柄

NOVARESE

を一層美しくみせる

限定の一着

NOVARESE 限定

特徴

の一着

着物紹介 HP
ドレスショップ Instagram

https://dress.novarese.jp/brand/kimono/novareseoriginal/
https://www.instagram.com/novaresewedding/?hl=ja

レンタル・販売店概要
販売店

NOVARESE 銀座

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-8-14 銀座 YOMIKO ビル 3F

詳細

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

NOVARESE 広島

〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町 10-12 広島鉄砲町ビルディング 3F

営業時間／平日 11:00～19:00、土日祝 10:00～20:00、定休日／祝日を除く水曜

気品のある空間に 108 型 131 着、銀座のドレスショップがオープン！
当社は、「NOVARESE」の旗艦店である銀座店を、“快適にすごすハレの空間”をコンセプトに、昨
年 2020 年 5 月にリニューアルオープンしました。
内装は、純白の世界に、ラベンダーやゴールド、木目調をあしらった、上品な色合いを基調としてい
ます。フィッティングルームの入り口や、ドレスのショースペースの外枠に、アーチ状のデザインを施して
おり、純白のドレープカーテンを纏わせた柱とともに、優美さを演出しています。
テーブルや椅子、家具などの調度品のほとんどが、インテリアデザイナーの浦田晶平氏による特注品
で、真鍮（しんちゅう）をさりげなく使用した上品なデザインが、高級感のある空間に花を添えます。
フィッティングルームは全 7 室で、改装前より 2 室増やしています。結婚式会場に多い絨毯フロアを
再現しているので、スカートの広がりや歩き方など、当日の様子をイメージしながら試着していただけま
す。一部のフィッティングル―ムには、室内に同行者の方もお待ちいただけるスペースも設けています。
カーテン越しに相談をしながら、「ハレの日の 1 着」を選び抜いていただけます。
全 7 室のうち、最も大きいフィッティングルームには、披露宴のシーンに合わせた「スポットライト」「屋
内照明」「自然光」「披露宴入場照明」の全 4 種の調光を完備しています。ドレスの光沢感や宝飾がどの
ように輝くのか、どのように列席者の目に映るのかを、確認していただけます。

ドレスは常時 108 型 131 着、和装は 37 型
37 着を揃えます。
当社が独自に制作するオリジナル・コレクシ
ョンを始め、ハリウッドスターや NY セレブに人
気の「キャロリーナ・ヘレラ」、NY のブライダル
コレションで注目の「ミラ・ズウィリンガー」、ロン
ドンの「テンパリー・ロンドン」など人気ブランド
のコレクションを揃えます。

“快適にすごすハレの空間”をコンセプトに、2020 年 5 月にリニューアルオープンした「NOVARESE 銀座」。
純白の世界に、ラベンダーやゴールド、木目調をあしらい、上品な空間を演出。
テーブルや椅子、家具などの調度品のほとんどが、インテリアデザイナーの浦田晶平氏による特注品

当社ドレスショップの新型コロナウイルス対策
当社ドレスショップでは、お客様に安心してご利用いただけるよう、新型コロナウイルス対策を徹底し
ています。
レンタル衣裳は、挙式後に全てクリーニングした後、再度店舗へ置いています。着用された小物類等
は、アルコール濃度成分配合のエタノールにて吹き上げを行ったり、試着終了後のフィッティングルー
ムも消毒をしています。

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

電話

03-5524-1122（代）

東京都中央区銀座一丁目 8 番 14 号

資本金

100 百万円

売上高

2019 年 12 月期

創立

（2019 年 12 月末）

代表者

銀座 YOMIKO ビル 4F
2000 年 11 月 1 日
代表取締役社長 荻野洋基

174 億 537 万円（連結）

―――――― 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

