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2020年 12月 14日 

12/21(月) ホテル大階段を舞台に見立て伝統芸能 ｢和泉流 狂言｣を開催 

～伝統と革新～ 日本が誇る伝統文化を先進技術と融合させた圧巻の演出 

THE THOUSAND KYOTO  X  NAKED,INC. 華道家元池坊コラボレーション 

大階段にいけばなとプロジェクションマッピングの雪が舞う「風花雪月」 

2020 年 12 月 27 日（日）まで開催中 

 

京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO（ザ・サウザンド キョウト）」（京都市下京区・ 

総支配人：大塚 滋）は、2020 年 11 月 28 日（土）から 12 月 27 日（日）の期間中、「伝統と革新」プロジ

ェクトと題し NAKED,INC.とコラボレートし、華道家元池坊を迎えたプロジェクションマッピングイベント「風花雪月」（ふ

うかせつげつ）を開催しております。ザ・サウザンド キョウトは「文化発信」の取り組みの一環として、日本が誇る伝統文

化を先進技術と融合させ NAKED,INC.が誇る空間創造や演出で伝えていきます。期間中、ホテルのシンボルである

寺社仏閣にインスパイアされた大階段に「風花雪月」を代表する、伝統と革新を感じる圧巻のいけばな作品「風花」

（かざはな）を展示。新しいかたちのクリスマス体験を創り出します。『FLOWERS BY NAKED』や世界遺産・二条

城桜まつりなど、花をテーマとしたアートやイベントを多数手がけてきた NAKED,INC.の演出と、池坊によるいけばなが

見事に融合した特別展示です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■千年の都、京都から発信する「伝統と革新」 期間中、一夜限りの「和泉流 狂言」を披露 

「伝統と革新」の取り組みを発信するため、期間中さまざまな企画・イベントを開催しております。ホテルの象徴である大

階段を舞台に、ホテル開業以来初の狂言を披露いたします。女性狂言師、十世 三宅藤九郎（十九世和泉流宗

家・和泉元秀の次女）・和泉淳子が、「豊かな笑いで結んできた狂言は世界をつなぐ」という想いのもと、本年クリスマ

スの時期、日本の伝統芸能を笑いとともにお贈りいたします。 

開催中のいけばな×プロジェクションマッピングの様子 狂言「棒縛」 公演の様子（イメージ） 



FLOWERS BY NAKED GIFT Ｘ ザ・サウザンド キョウト コラボレーションギフトカード 

 

千年の都、京都から発信する 「風花雪月～伝統と革新～」 一夜限りの狂言を開催  

 「伝統と革新」の取り組みを発信していくためのイベントとして、ホテル象徴の大階段を舞台に、ホテル開業以来初の 

狂言を 2 部開催いたします。いけばな作品「風花」のもと、日本の伝統芸能・文化を伝える一夜限りの上質な時間を

演出いたします。 

 

■「風花雪月～伝統と革新～」 和泉流 狂言 （2 部）概要 【ご取材可】 

【開催日】 2020 年 12 月 21 日（月） 

【時間】  1 部  18：30～19：00  30 分間 ＊時間は多少前後する場合がございます 

・ 演目 「棒縛」 

・ 出演者  十世 三宅藤九郎 ・ 和泉淳子  ＊他 サプライズ出演者あり 

2 部  20：40～21：00  20 分間 ＊時間は多少前後する場合がございます 

・ 演目 「小舞オムニバス～千年を寿ぐ～」 

・ 出演者  十世 三宅藤九郎 ・ 和泉淳子 

【場所】 ザ・サウザンド キョウト 1 階ロビー 大階段 

【料金】 無料 

 

 

十世 三宅藤九郎（じゅっせ みやけとうくろう） 

狂言和泉流十九世宗家・故和泉元秀の次女、3 歳で初舞台。 

15 歳で人間国宝・故九世三宅藤九郎の名跡を継承。17 歳で文部大臣より感謝状授与。 

豊かな笑いで人の心を結んできた狂言は世界の架け橋でもあると、日本全国に加え 12 カ国 

30 数都市で公演。米国では、大学での芸術監督や内閣府事業として 10 州 15 都市で 

狂言ワークショップを行うなど国際的な活動を行う。奥能登国際芸術祭や美術館での公演も多数。 

 

NAKED,INC. Ｘ 華道家元池坊 コラボレーション展示  「風花」（かざはな） 

◆大階段にイベント「風花雪月」を代表する、伝統と革新を感じるいけばなとプロジェクションマッピング展示 

「風花」：雪が風に舞って飛んでくる様子。サウザンドの大階段へ風に乗った雪が花びらのように舞い降りる。 

 圧巻のいけばなと、映像や音による空間演出が融合した特別なコラボレーション作品。 

  ＊NAKED,INC.による映像・音の演出 

   11 月 28 日（土）～12 月 27 日（日）  期間中毎日 17：30～22：00  

・ 17:30～20:00 ロビーの天井照明を消灯しプロジェクションマッピングを投影します。（期間中変更日あり）              

・ 1 回約 10 分間の映像と音の演出があります。 （22：00 終了まで繰り返します） 

・ 期間中のイベント、コンサート開催日は変更する場合があります。 

 

 

 

◆クリスマス期間中 宿泊者限定で「風花雪月」のテーマに合った香り付きのギフトカードをプレゼント 

 「FLOWERS BY NAKED」の幻想的な体験が自宅でも楽しめるコラボレーション。「FLOWERS BY NAKED GIFT」

のギフトカードにスマートフォンをかざすと、スマホ上で演出をお楽しみいただけます。2020 年 12 月 19 日（土）～12

月 27 日（日）期間中にご宿泊の方限定でプレゼントいたします。（先着 2,000 枚限定配布予定） 

詳しくは ホテル公式サイトをご確認ください。 



 イベント「風花雪月」 コラボレーションスイーツ限定発売 

期間中、カフェ＆バー「TEA&BAR」 ではイベント「風花雪月」をイメージしたスイーツを限定販売いたします。 

■ イベント「風花雪月」コラボレーションスイーツ 「A light snow KAZAHANA」 ※1 日 5 個 限定販売 

【提供期間】：2020 年 11 月 28 日（土）～2020 年 12 月 27 日（日） 

【場所】 ：カフェ＆バー 「TEA＆BAR」 

【時間】 ：11：30～21：00（L.O. 20：30） 

【料金】 ：ケーキセット 「A light snow KAZAHANA」 1,800 円  

※表示価格にサービス料 13％と消費税が別途かかります。 

「A light snow KAZAHANA」 

コラボレーションスイーツには、小雪（こゆき）、風花（かざはな）の意味を込めて 

います。スタイリッシュでクールでありながら、時が止まったかのような、真っ白い雪景色と、 

刹那的であり同時に気高い「風花（かざはな）」を一皿に表現しました。 

■「風花雪月」企画イベント概要 

【期 間】2020 年 11 月 28 日（土）～12 月 27 日（日） 

 【Ｕ Ｒ Ｌ】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/fuka-setsugetsu/index.html 

● いけばな「風花」展示 ：ザ・サウザンド キョウト 大階段 

【期 間】2020 年 11 月 21 日（土）～12 月 27 日（日） 

● NAKED,INC. プロジェクションマッピング / 映像と音の演出  ：ザ・サウザンド キョウト 大階段 

【期 間】2020 年 11 月 28 日（土）～12 月 27 日（日）  17：30～22：00 

・ 毎日 17:30～20:00 ロビーの天井照明を消灯しプロジェクションマッピングを投影します。（変更日あり）              

・ 1 回約 10 分間の映像と音の演出があります。 （22：00 終了まで繰り返します） 

・  期間中のイベント、コンサート開催日は変更する場合があります。 

 ※画像、写真は全てイメージです。  

 

 
1997 年に村松亮太郎がディレクターやデザイナー、ライターとともに設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative” “Total 

Creation” “Borderless Creativity”を理念に、映画やテレビ、MV、広告、空間演出、地方創生、教育プログラムなどジャンルを超え

て手がけてきた。近年では 3D プロジェクションマッピングを用いたショーや「FLOWERS BY NAKED」「TOKYO ART CITY BY NAKED」

に代表されるテクノロジーとリアルを融合したイマーシブ(没入型)イベントを数多く展開。2017 年には食×アートの体験型レストラン「TREE 

by NAKED yoyogi park」を東京にオープン。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、

LIFE(生活)のあらゆる SCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。 

華道家元池坊  

587 年に聖徳太子が創建した六角堂を起源とし、その住職は代々の家元が務める。 

「枯れた花にも華がある」「引き算の美学」「余白の美」など、いけばなの精神性から 

導かれる日本人の美意識を今に伝える。NAKED,INC とは 2018 年から 

京都・二条城で『FLOWERS BY NAKED』を展開している。 

 

当ホテルの新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインについてはこちらをご覧ください。 

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/news/anti-covid.html 
 

＜このリリースに関するお問合せ・ご取材のお問合せ＞ 

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社 

ザ・サウザンド キョウト 広報担当／小池・山村 

TEL：075-351-0186  FAX：075-343-3722  Email：ttk_press@keihanhotels-resorts.co.jp 
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