2021 年 12 月 3 日

報道資料

結婚式場を一般開放！クリスマスディナー提供、全国 21 府県で開催
花束を用意するオプションも、高級感のある空間でサプライズ演出を
５会場（金沢・大阪・芦屋・姫路・神戸）は国・重文など文化財指定の歴史的洋館

結婚式場大手の（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、運
営する全国 21 府県の婚礼施設 26 会場を一般開放し、クリスマスディナーを提供するレストラン営業を
行います。高級感のある披露宴会場と特別な料理で、優雅なひと時を演出します。期間は 2022 年 12
月 19 日（日）～12 月 25 日（土）までで、施設によって異なります。一部店舗ではランチも行います。レ
ストランは完全予約制で、各施設の HP と公式グルメサイトで予約を受け付けます。
料理は、今回のイベントのために開発したクリ
スマス限定メニューを提供します。フランス料理
や和洋折衷など、各店の強みを生かします。食
材にもこだわり、フレンチを提供するレストランで
は、ズワイガニやフォアグラなどの高級食材を使
います。施設によっては、地元食材も取り入れ、
地産地消の一品を振る舞います。シェフやパテ
ィシエが、味はもちろん、華やかで見た目にもこ
だわったクリスマスらしい料理を用意します。
レストラン営業は、各施設の披露宴会場を主に使い実施します。高級感のある照明や調度品など、
豪華な空間で、特別な日を過ごせます。天井高のある元々広い空間の会場を、さらにソーシャルディス
タンスを意識したレイアウト（通常席数の 6 割程度）にしているので、ゆったりとした空間で寛げます。
会場内は、電球やオーナメントを飾ってクリスマスらしいデコレーションにするなど、非日常的な雰囲
気を演出します。

普段は入れない式場で、家族や恋人とクリスマスの特別なひと時を！
写真は歴史的洋館の会場 左）ジェームス邸（兵庫） 右）旧桜宮公会堂（大阪）

レストラン営業は、国の重要文化財や有形文化財に指定される歴史的洋館（5 会場／金沢市、大阪
市、芦屋市、姫路市、神戸市）と、海辺や森の中といった自然に囲まれた郊外型の施設（8 会場／青森
市、長野市、千葉市、鎌倉市、厚木市、浜松市、名古屋市、高松市）、高級ホテルや近代美術館のよう
なラグジュアリーな都市型施設（13 会場／郡山市、新潟市、宇都宮市、高崎市、横浜市、岐阜市、京都
市、岡山市、広島市、松山市、大分市、福岡市）で行います。

料理にはこだわりの食材を使用。クリスマスをイメージして、カラフルで華やかな見た目に。
※料理内容は施設により異なります。

花束の用意も！大切な方への贈り物に最適
花束を手配するオプション（税込 3,300 円～）も用意します。花束は当社のフラワーコーディネーター
が、クリスマスをイメージした内容で制作します。大切な方へのサプライズ演出に対応します。

お子さまメニューも充実、ファミリーでの利用もおすすめ！
大人向けのコース料理のほか、お子さま向けのメニューも用意しているので、ファミリーでの利用にも
最適です。お子さま用メニューはワンプレートにして提供します。一部施設では、大人と同じようにコース
形式で提供します。
ノバレーゼ「クリスマス営業」実施概要
・クリスマスディナー（コース形式）の提供
内 容

※料理内容は施設によって異なります。
※一部施設ではランチ営業も行うほか、料理をビュッフェ形式で提供します。
・お子さまメニューは、ワンプレートで提供します。

備 考

※料理内容は施設により異なるほか、一部施設では、コース形式で提供します。
・オプションはご来店日の 10 日前までの予約が必要です。
・予約のキャンセル受付は、ご来店日の前日まで承ります。

―――― 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

※税込価格の表記について／L＝ランチ、D＝ディナー、上から大人→子どもの順

歴史的建造物で楽しむクリスマスランチ＆ディナー
施設名・住所・TEL

施設の特長・レストラン営業概要

税込価格

金沢市指定文化財の近代日本庭園「辻家庭園」の

¥10,000（D）

辻家庭園

敷地内の施設。

¥3,000（D）

金沢市寺町

食事はアマダイやフグなどの高級食材のほか、海老

（子どもワンプレート）

1-8-48

芋などの京野菜を使用した、こだわりの和食をお楽

¥5,000（D）

しみいただきます。

（子どもコース）

076-201-1124

営業日

12/23（木）、24（金）
18:00～21:00

https://restaurant.novarese.jp/tkt/topics/2021xmas/
12/23（木）、24（金）

旧桜宮公会堂

1935 年に明治天皇記念館として建設された建物。

大阪市北区天満橋

食事はズワイガニやフォアグラなどの高級食材を使

1-1-1

用したフランス料理を提供します。

¥12,000（D）

18:00～／20:30～

¥3,000（D）

12/25（土）
17:30～／20:00～

050-5306-8500
https://restaurant.novarese.jp/smk/topics/2021xmas/
旧逓信省の電報電話局として 1929 年に建築、アー

¥4,500（L）

12/23（木）～25（土）

チ状の 5 本の柱が重厚感ある趣の歴史的洋館。

¥3,000（L）

11:30～15:30

¥10,000（D）

12/23（木）～25（土）

¥3,000（D）

17:30～／20:00～

芦屋モノリス
ランチはこだわりの食材を使用した料理を、ディナー
芦屋市大桝町 5-23

050-5306-8501

にはズワイガニやフォアグラなどの高級食材を使用
したフランス料理を提供します。

https://restaurant.novarese.jp/asm/topics/2021xmas/
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

姫路モノリス
姫路市総社本町 115

079-286-5858

定された歴史的洋館。
食事はズワイガニやフォアグラなどの高級食材を使

¥12,000（D）

12/24（金）、25（土）

¥3,300（D）

18:00～／20:30～

用したフランス料理をお楽しみいただきます。

https://restaurant.novarese.jp/hjm/topics/2021xmas/
1934 年に英国人貿易商が自邸として建てた洋館

ジェームス邸
神戸市垂水区
塩屋町 6-28-1

078-752-2266

で、現在は神戸市の有形文化財として登録されてい
る歴史的洋館。

¥15,000（D）

12/23（木）～25（土）

食事はズワイガニやフォアグラなどの高級食材のほ

¥3,300（D）

17:00～／19:30～

か、淡路島産のタマネギや聖護院カブなどの地野菜
を使用したフランス料理をお楽しみいただきます。

https://restaurant.novarese.jp/jmt/topics/2021xmas/

海や森、街の高台など非日常なクリスマスランチ＆ディナー
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、開放感あふれる施設。
フレアージュスウィート

¥2,800（L）
¥1,500（L）

ランチはビュッフェ形式でいろいろなメニューをお楽
青森市浜田 3-1-1

017-762-3663

12/24（金）、25（土）
11:00～
15:00(LO14:00)

しみいただきます。ディナーは三沢市産のホッキ貝

¥6,500（D）

12/24（金）、25（土）

などを使用した洋風の料理をコース形式で提供。

¥2,000（D）

19:00～21:00

https://restaurant.novarese.jp/fsw/topics/2021xmas/
地上 500m の高台、長野市街と善光寺を一望す

¥4,500（L）

アマンダンスカイ

る、贅沢なロケーション。

¥2,500（L）

長野市上松 3-7-27

食事はアコウダイや厳選牛など、こだわりの食材を

026-238-2888

使用したフランス料理を提供します。

12/23（木）～25（土）
11:00～
15:00(LO14:00)

¥10,000（D）

12/23（木）～25（土）

¥2,500（D）

18:00～／19:30～

https://restaurant.novarese.jp/ask/topics/2021xmas/
¥4,500（L）

千葉みなと駅徒歩 3 分の好立地で、東京湾の海に

アマンダンセイル

面したリゾート感あふれる施設。

千葉市中央区

ランチは旬の食材を使用した料理を、ディナーには

中央港 1-28-2

フォアグラやオマールエビなどの高級食材を使用し

050-5306-8497

たフランス料理を提供します。

※19～21 日は
¥4,000

12/19（日）～21（火）

¥3,000（L）

23（木）、24（金）

（子どもワンプレート）

¥5,000（L）

11:30～15:30

（子どもコース）

12/23（木）、24 日（金）
¥10,000（D）
¥3,000(D)

18:00～／18:30～

（子どもワンプレート）

19:00～／19:30～

¥5,000(D)
（子どもコース）

25（土）
20:00～

https://restaurant.novarese.jp/asl/topics/2021xmas/
アマンダンブルー
鎌倉
鎌倉市材木座
5-2-25

0467-61-3232

由比ガ浜の目の前に立ち、全席から湘南の海が臨
める施設。

¥12,000（D）

12/24（金）、25（土）

食事は、フォアグラやオマールエビなどの高級食材

¥3,000（D）

18:00～／19:00～

を使用したフランス料理を提供します。

https://restaurant.novarese.jp/abl/topics/2021xmas/
森に囲まれた高台に位置し、雄大な丹沢山系を望

¥5,000（L）

アマンダンヒルズ

むウエディング邸宅。

¥1,500（L）

厚木市森の里若宮

ランチは旬の食材を使用した料理を、ディナーには

13-3

フォアグラやオマールエビなどの高級食材を使用し

¥12,000（D）

たフランス料理を提供します。

¥3,000（D）

046-290-3344

https://restaurant.novarese.jp/ahs/topics/2021xmas/

12/24（金）、25（土）
11:00～
15:00(LO14:00)
12/24（金）、25（土）
17:30～
21:00(LO20:00)

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。

¥12,000（D）

12/24（金）、25（土）

食事はオマールエビや特選牛など、高級食材を使

¥2,200（D）

17:30～／20:00～

用したフランス料理をお楽しみいただきます。

https://restaurant.novarese.jp/ars/topics/2021xmas/

アマンダンテラス

名古屋市街の夜景を一望できる高台に建つ施設。

名古屋市天白区

食事は洋風をベースにしながら、ユズや京野菜な

植田 2-702

052-800-2202
アマンダンカルム
高松市新北町
26-12

ど、和の食材を使用した、和洋折衷の料理を提供。

¥12,000（D）

12/24（金）、25（土）

¥3,000（D）

17:30～／20:00～

https://restaurant.novarese.jp/at/topics/2021xmas/
瀬戸内海を間近に臨むことのできる施設。
食事は洋風をベースにしながら、土佐酢や味噌など

¥12,000（D）

12/23（木）、24（金）

の和の調味料を使用した、和洋折衷の料理をお楽

¥2,500（D）

18:00～／20:30～

しみいただきます。

087-812-2325

https://restaurant.novarese.jp/acm/topics/2021xmas/

主要駅近くの都市型のラグジュアリーな空間で楽しむクリスマスランチ＆ディナー
¥10,000（D）

郡山モノリス
郡山市桑野
1-11-17

郡山のシンボルでもある開成山公園の目の前に佇
み、洗練されたモダン建築が特徴の施設。
食事はアコウダイや厳選牛など、こだわりの食材を
使用したフランス料理を提供します。

¥3,000（D）
（子どもワンプレート）

¥5,000（D）
（子どもコース）

024-927-5517

12/24（金）
19:30～
12/25（土）
17:30～／20:00～

https://restaurant.novarese.jp/kom/topics/2021xmas/
ニューヨークの SOHO をイメージしたモダンな施設

新潟モノリス
新潟市中央区
南万代町 1-11

025-240-7766

を一般開放。天井高 7.3m の開放的な披露宴会場
で優雅なひと時をお過ごしいただきます。
食事はアコウダイや厳選牛など、こだわりの食材を

¥12,000（D）

12/24（金）

¥2,000（D）

17:30～／20:00～

¥12,000（D）

12/24（金）

¥3,000（D）

18:30～／20:00～

使用したフランス料理を提供します。

https://produce.novarese.jp/niigatamonolith/restaurant/topics/2021xmas.html

宇都宮モノリス

シンプルでスタイリッシュな空間が特徴の施設。

宇都宮市中今泉

食事はアコウダイや厳選牛など、こだわりの食材を

3-14-15

028-651-4466

使用したフランス料理を提供します。

https://restaurant.novarese.jp/umm/topics/2021xmas/

¥12,000（D）
美しい日本庭園と近代建築が融合した施設。洗練さ

高崎モノリス
高崎市貝沢町 732

027-361-9966

れた空間で、お食事をお楽しみいただきます。
食事はアコウダイや厳選牛など、こだわりの食材を
使用したフランス料理を提供します。

¥3,000（D）
（子どもワンプレート）

¥5,000（D）

12/24（金）、25（土）
18:00～／20:30～

（子どもコース）

https://restaurant.novarese.jp/tkm/topics/2021xmas/

横浜モノリス

¥6,000（L）

12/23（木）～25（土）

横浜みなとみらいビル最上階にあり、横浜の絶景を

¥3,000（L）

11:30～／12:30～

独占できる、ラグジュアリーな空間が特徴の施設。

¥18,000～（D）

12/23（木）

ランチは旬の食材を使用した料理を用意。ディナー

※ご利用日、

19:00～

は、オマールエビや黒毛和牛など、高級食材を使用

座席により料金

12/24（金）、25（土）

したフランス料理をお楽しみいただきます。

が異なります

17:30～／18:30～

¥3,000（D）

19:30～／20:30～

横浜市中区桜木町
1-1-17 ヒューリック
みなとみらい 17F

050-5306-8498

https://produce.novarese.jp/yokohama-monolith/restaurant/topics/2021xmas.html
モダンで洗練されたデザインながら、内外観に、合

岐阜モノリス

掌造りや美濃和紙、岐阜提灯など、地元の伝統美の

岐阜市則武中

要素を随所に取り入れた施設。

4-2-5
058-296-5777

食事は洋風をベースにしながら、ユズや京野菜な

¥10,000（D）

12/24（金）、25（土）

¥3,000（D）

17:30～／20:00～

ど、和の食材を使用した、和洋折衷の料理を提供。

https://restaurant.novarese.jp/gfm/topics/2021xmas/
京都 北山モノリス
京都市左京区
山端川岸町 14-1

075-706-5551

12/24（金）

近代美術館のようなモダンな空間が特徴。
食事は、マダイやウニなどの高級食材のほか、聖護

¥10,000（D）

18:00～／20:30～

院かぶなどの京野菜を使用した、和洋折衷の料理

¥3,000（D）

12/25（土）

をお楽しみいただきます。

17:30～／20:00～

https://restaurant.novarese.jp/kym/topics/2021xmas/
スタイリッシュモダンな建築が特徴の施設。日本庭園

岡山モノリス

を望む開放的な空間でのひと時をお楽しみいただき

岡山市北区今

ます。

3-7-20

食事は瀬戸内の魚介や山の幸、県内の豊かな食材

086-246-7015

をふんだんに使用したフランス料理を提供します。

¥10,000（D）

12/23（木）、24（金）

¥3,000（D）

17:30～／20:00～

https://restaurant.novarese.jp/oym/topics/2021xmas/
広島駅から徒歩 6 分の、閑静な住宅街にある施設。

広島モノリス
広島市東区光が丘

天井高 7m の開放的な披露宴会場で優雅なひと時

¥13,000（D）
※お子様用の

をお過ごしいただきます。
メニューは

8-26

082-568-9339

食事はオマールエビや黒毛和牛など、高級食材を
使用したフランス料理をお楽しみいただきます。

ございません

https://restaurant.novarese.jp/hrm/topics/2021xmas/

12/24（金）
19:00～

松山駅から徒歩 5 分の好立地にある施設。

松山モノリス
松山市湊町 7-7-2

089-931-1133

披露宴会場からは、日本庭園を望めます。
食事は洋風をベースにしながら、土佐酢や味噌など

¥12,000（D）

12/23（木）、24（金）

¥3,300（D）

17:30～／19:30～

の和の調味料を使用した、和洋折衷の料理をお楽
しみいただきます。

https://restaurant.novarese.jp/mym/topics/2021xmas/
シンプルでスタイリッシュな空間と、大分県の伝統工

大分モノリス
大分市城崎町 3-1-9

097-513-3351

芸「竹細工」をイメージした内装が特徴の施設。

¥10,000（D）

12/23（木）、24（金）

食事はオマールエビや黒毛和牛など、高級食材を

¥3,000（D）

18:00～22:00

使用した洋風の料理をお楽しみいただきます。

https://restaurant.novarese.jp/otm/topics/2021xmas/
¥10,000（D）
天神駅から徒歩 5 分とアクセス良好。天神市街の中

天神モノリス
福岡市中央区長浜
1-1-12

心地にありながら、自然を感じることのできる施設。
食事はオマールエビや黒毛和牛など、高級食材を
使用した洋風の料理をお楽しみいただきます。

092-717-8866

¥2,500（D）

12/24（金）、25（土）

（子どもワンプレート）

17:30～／18:00～

¥4,000（D）

20:00～／20:30～

（子どもコース）

https://restaurant.novarese.jp/tjm/topics/2021xmas/
桜坂駅から徒歩 3 分とアクセス抜群。4 階建ての一

フレアージュ桜坂
福岡市中央区桜坂

1-6-38
092-716-1678

軒家を貸し切りで行う“ホームスタイルウエディング”
が人気の施設です。

¥5,000（L）

料理は九州の旬の食材をふんだんに使用したフレ

¥3,000（L）

ンチを用意。お子さまも、大人と同じようにコース形
式で料理を提供します。

https://restaurant.novarese.jp/mdy/menu/

―――― 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

12/23（木）、24（金）
11:30～
14:30(LO14:00)

