
 

2019年 6月 24日 

全国 11 の結婚式場を一般開放！非日常な空間で“ラグジュアリー・ビアガーデン” 

雰囲気も酔える文化財指定の歴史的洋館（大阪・芦屋・姫路）や 

自然豊かなリゾート施設（千葉・厚木・浜松・長野・名古屋）、 

高級ホテルのような空間（新潟・福岡）、ガーデン付き施設（青森）で優雅なひと時を… 

結婚式場運営の（株）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

今夏、全国 10 府県の結婚式場 11 会場を一般開放し、ラグジュアリーな空間で“手ぶら BBQ”を

お楽しみいただく、ビアガーデンとビアホール営業を開催します。期間は、最長で 2019年 8月 31

日（土）までです。 

会場は、国の重要文化財や有形文化財に指定

される歴史的洋館（3 会場）と、海辺や森の中とい

った自然に囲まれたリゾート感あふれる施設（5 会

場）、高級ホテルや近代美術館のようなリッチな雰

囲気の都市型施設（2 会場）、緑あふれるガーデン

付きの式場（1会場）です。各施設のお庭や屋外テ

ラス、披露宴会場を使い実施します。 

コンセプトは、“大人のラグジュアリー・ビアガー

デン”です。建物のライトアップや館内をキャンドル

で灯すなどして、非日常的な雰囲気を演出します。

広々とした式場の特長と、幻想的な演出に長けた

ウエディングプロデュースのノウハウを活かします。 

お食事は、牛や豚肉、野菜などの BBQ の食べ

放題（新潟の会場のみ食べ放題でなくプレート提

供）に加えて、フレンチフライやタンドリーチキン、メ

キシカンタコスなど、ビールが進む料理約 10 種を

ビュッフェ形式で用意します。 

ドリンクは飲み放題で、生ビールやハイボール、レモンサワー、ワインなど 10 種以上を揃えます。

カクテルメニュー（最大 30 種）やノンアルドリンクも充実しているので“大人の女子会”にもオススメ

です。料金は2時間制で税込3,980円～5,500円（会場により異なる）とリーズナブルな設定です。

また、未就学児は全施設無料です。子連れのファミリーにもおすすめです。 

＜実施背景＞ 婚礼閑散期や平日の結婚式場を有効活用！各社が施策 

当社が夏に、こうしたビアガーデンとビアホールを開催するのは今年で 8 回目です。昨年は 14 施設

で約 4万人を動員するなど、地元の人気イベントとして定着しています。ビアガーデンのほか、チャペル

や披露宴会場をキャンドルの灯りで包む、入場無料のイベント等も実施しています。 

いまブライダル業界では、婚礼の閑散期（6-8月）や披露宴のない平日に、結婚式場を実際の用途以

外に有効活用する取り組みが広がっています。式場を当社のようにビアガーデン会場にするほか、平日

普段は入れない式場で、贅沢なビアガーデンを 

写真は大阪の歴史的洋館「旧桜宮公会堂」 

カクテル最大 30種など、可愛く酔えるドリンクも充実♪ 
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に映画の上映イベントを開催したり、さらには式場をコワーキングスペースとして提供する企業も出てい

ます。少子高齢化や結婚式をしない“ナシ婚層”の増加といったマーケット状況に対して先手を打ち、施

設稼働率の向上に加え、普段は馴染みのない式場に足を運んでいたこうと、各社工夫しています。 

幻想的！国の重要文化財など歴史的建造物で“雰囲気も酔える”ビアガーデン 

開催するうちの 3会場（「旧桜宮公会堂」（大阪）、「芦屋モノリス」（芦屋）、「姫路モノリス」（姫路））は、

いずれも国の重要文化財や有形文化財に指定される築約 90 年の歴史的洋館です。積み重ねた時が

醸し出す幻想的なムードに加え、建物外観のライトアップや、館内にキャンドルを灯す空間演出も行い、

“雰囲気も酔える”一夜をお過ごしいただきます。 

 

 

 

 

 

海目の前、森の中、高台の上など、自然に囲まれた“リゾート施設”でも 

自然環境の良い立地が特長の 5 会場（「アマンダンセイル」（千葉）、「アマンダンヒルズ（厚木）、「ア

マンダンライズ」（静岡）、「アマンダンスカイ」（長野）、「アマンダンテラス」（名古屋））では、海辺の絶景

や、森林に囲まれた自然美、市街地の高台から見下ろす街の夜景など、非日常的な環境のなか、ビア

ガーデンをお楽しみいただきます。 

 

 

 

 

 

ゴージャスな高級ホテルのような空間で、いつもより贅沢なビアタイムを… 

主要駅近くの利便性の高さと、近代美術館のようなゴージャスかつスタイリッシュな空間が特長の 2会

場（「天神モノリス」（福岡）と「新潟モノリス」（新潟））では、いつもよりリッチなビアタイムをお楽しみいただ

きます。 

左から）【大阪】「旧桜宮公会堂」、【姫路】「姫路モノリス」、【芦屋】「芦屋モノリス」 

左から） 【名古屋】「アマンダンテラス」、【静岡】「アマンダンライズ」、【千葉】「アマンダンセイル」 

左）BBQ&ビールがすすむ約 10種のお料理をビュッフェで   右）女子会に！飲み放題はカクテルも充実♪ 



 

ノバレーゼ「ラグジュアリー・ビアガーデン&ビアホール」実施概要 

内 容  

・バーベキュー（牛・豚・ソーセージなどのお肉と野菜）の食べ放題 

※新潟の会場「新潟モノリス」のみ食べ放題ではなくプレートで提供 

・料理約 10種の食べ放題（ビュッフェスタイル） 

・ビールやカクテル、ワイン、ソフトドリンクなど 10種以上のドリンク飲み放題 

備 考  

・「新潟モノリス」（新潟）はビアホール営業、「フレアージュスウィート」（青森）はビアホールとビアガ

ーデン営業、その他施設はビアガーデン営業を実施します 

・「旧桜宮公会堂」（大阪）と「芦屋モノリス」（兵庫）は雨天中止です。 

その他の施設は雨天の場合、屋内で開催します 

“雰囲気も酔える”歴史的建造物でのビアガーデン 

施設名・住所・TEL 施設の特長 
税込価格※ 

（2 時間制） 
期間・定休 

旧桜宮公会堂 

大阪市北区天満橋

1-1-1 

050-5306-8500 

1935年に明治天皇記念館として建設された建物。

国の重要文化財に指定されている正面玄関をライト

アップし、建物前で“庭園ビアガーデン”を実施。 

歴史的洋館を眺めながら楽しめる、非日常な、ここに

しかないリッチなビアガーデン。 

敷地内を夜間公開するのはこの時期のみ。 

敷地内の建物向かいには大阪最古の国・重文指定

の洋館「泉布観」も。 

￥5,000 

￥2,500

￥1,500 

※上から大人、

中学生以上、

小学生 

以下同様で、 

2段の場合は

大人と小学生

以上の料金 

7/2（火）～8/31（土） 

第 2水曜・婚礼日は休み 

18:00～22：00 

http://restaurant.novarese.jp/smk/topics/beer2019/ 

芦屋モノリス 

芦屋市大桝町 5-23 

050-5306-8501 

旧逓信省の電報電話局として 1929年に建築、アー

チ状の 5本の柱が重厚感ある趣の歴史的洋館。 

普段一般開放されない、芦屋市の夜景が一望でき

る屋上のテラスでビアガーデンを開催。期間中は建

物をライトアップし、ロマンティックな雰囲気に。 

￥5,500 

￥3,500 

7/1（月）～8/31（土） 

水・婚礼日は休み 

17:00～21:00 

http://restaurant.novarese.jp/asm/topics/beer2019/ 

姫路モノリス 

姫路市総社本町

115 

079-286-5858 

1930年 1月に姫路郵便局電話分室として建設さ

れ、2002年に姫路市の都市景観重要建築物に指

定された歴史的洋館。敷地全体を一般開放し、中庭

をビアガーデンとして利用。建物のライトアップに加

え館内はローソクを灯し幻想的な雰囲気を演出。 

￥4,000※ 

（※金土￥4,500） 

￥3,000 

 

7/2（火）～8/31（土） 

火・婚礼日は休み 

17:00～22:00 

http://restaurant.novarese.jp/hjm/topics/beer2019/ 

海や森、街の高台など非日常なビアガーデン&ビアホール 

アマンダンセイル

千葉市中央区 

中央港 1-28-2 

050-5306-8497 

千葉みなと駅徒歩 3分の好立地。東京湾の海に面

したリゾート感あふれるテラスで、心地よい波音と潮

風を感じながら寛げるビアガーデン。 

オシャレなプールサイドで、海外リゾートホテルでバ

ケーションを過ごすような、優雅な時間を。 

￥4,500※ 

（※金土￥5,500） 

￥3,500 

￥2,500 

7/2（火）～8/31（土） 

※水・婚礼日は休み  

18:00～22：00 

http://restaurant.novarese.jp/asl/topics/beer2019/ 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%E6%97%A7%E6%A1%9C%E5%AE%AE%E5%85%AC%E4%BC%9A%E5%A0%82


 

アマンダンヒルズ 

厚木市森の里若宮

13-3 

046-290-3344 

森に囲まれた高台に位置し、雄大な丹沢山系を望

む施設の一画を使用。2342坪におよぶ広大な敷地

の屋外スペースで、自然や星空のもと、ビアガーデ

ンをお楽しみいただきます。 

￥5,000 

￥2,500  

7/1（月）～8/31（土） 

金曜日のみ開催 

17:00～21:30 

http://restaurant.novarese.jp/ahs/topics/beer2019/ 

アマンダンライズ 

浜松市中区 

上島 1-3-1 

053-473-4411 

小高い丘に建つ施設の屋外を開放、プライベートリ

ゾートのような空間です。30人以上の予約で、浜松

駅から送迎バスを運行、もしくは 2人分無料招待。 

￥5,000 

￥2,500  

7/2（火）～8/31（土） 

水・婚礼日は休み 

17:30～22:00 

http://restaurant.novarese.jp/ars/topics/beer2019/ 

アマンダンスカイ 

長野市上松 3-7-27 

026-238-2888 

地上 500mの高台、長野市街と善光寺を一望す

る、贅沢なロケーション。大自然に包まれる開放感、

どこまでも広がる星空を満喫しながら、ビアガーデン

をお楽しみいただきます。 

￥5,000 

￥3,000  

8/1（木）～8/31（土） 

火・婚礼日は休み 

18:00～21:30 

http://restaurant.novarese.jp/ask/topics/beer2019/ 

アマンダンテラス 

名古屋市天白区 

植田 2-702 

052-800-2202 

高台に建つ施設で、名古屋市街の夜景を一望でき

る屋上と、オシャレなプール付テラスを特別に開放。 

コラーゲンフルーツジュレやミルクティーパンナコッタ

などのスイーツも充実。 

￥5,000 

￥3,500 

￥2,500 

7/1（月）～8/31（土） 

水・土・日・祝日は休み 

17:00~22:00 

http://restaurant.novarese.jp/at/topics/beer2019/ 

ナチュラルなガーデンで、優雅なビアガーデン 

フレアージュスウィート 

青森市浜田 3-1-1 

017-762-3663 

白を基調としたヨーロピアンな外観が特徴。緑と花々

に囲まれた、開放感あふれるガーデンで、星空を眺

めながらお過ごしいただきます。 

青森駅から無料シャトルバスも運行。 

￥3,980 

￥2,160  

7/5（金）～7/31（水） 

婚礼日は休み 

17:00～22:00 

http://restaurant.novarese.jp/fsw/topics/beer2019/ 

主要駅近くの都市型のラグジュアリーな空間で楽しむビアガーデン&ビアホール 

新潟モノリス 

新潟市中央区 

南万代町 1-11 

025-240-7766 

ニューヨークの SOHOをイメージしたモダンな施設

を一般開放。天井高 7.3mの披露宴会場で開放的

なビアホールを実施。BBQプレートは、シェフが厨

房内で焼き上げます。絶妙の焼き加減の BBQグリ

ルが楽しめます。 

￥5,000 

￥2,500 

7/4（木）～8/30（金） 

水曜・婚礼日は休み 

17:30～21:30 

http://restaurant.novarese.jp/ngm/topics/beer2019/ 

天神モノリス 

福岡市中央区 

長浜 1-1-12 

092-717-8866 

天神駅から徒歩 5分とアクセス抜群。 

高さ 10mにも達する噴水もある、2階のリゾート感

あふれるデッキテラスを、ビアガーデン会場として開

放します。 

￥4,500 

￥2,500  

6/1（土）～8/31（土） 

6月は木～日のみ 

7・8月は婚礼日以外開催 

18:00～21:30 

http://restaurant.novarese.jp/tjm/topics/beer2019/ 

―――― 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://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%92%E3%83%AB%E3%82%BA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=ExvJXO6BJIa98QX6-JewBg&q=%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%88&oq=%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%88&gs_l=psy-ab.3...19808.19808..20443...0.0..0.107.107.0j1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.-me85z6u3BE
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%83%AA%E3%82%B9

