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～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 11 月 28 日（土）～12 月 27 日（日）毎日開催
■公開いけ込み 11 月 18 日（水）、19 日（木） 9 時～17 時
■メディア内覧会 11 月 26 日（木）17 時 30 分～
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）を開催いたします。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）を展示します。ザ・サウザンド キョウトと NAKED,INC.が発信する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、池坊の伝統文化が融合した、特別いけばな作品となります。

■千年の都、京都から発信する「伝統と革新」 期間中、トークショーや華道家元池坊によるいけばな体験も開催
「伝統と革新」の取り組みを発信していくため、期間中さまざまな企画・イベントを開催いたします。文化度の高い方を
お招きしたトークショーや、いけばな作品「風花」のもと、クリスマス期間にはコンサートなども実施いたします。また 12 月
6 日（日）、13 日（日）には華道家元池坊によるいけばなを実際に体験できるワークショップを開催予定。クリスマ
スにいけばなをいけるという特別な体験と思い出を、ザ・サウザンド キョウトの雰囲気の中でお楽しみいただけます。

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「風花雪月」を代表する、伝統と革新を感じる展示作品
「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コラボレーション作品。
11/28（土）からの開催に先立ち、華道家元池坊次期家元、池坊専好による公開いけ込みを
実施いたします。(※ご取材可)
＊公開いけ込み：11 月 18 日（水）、19 日（木） 各日ともに 9：00～17：00＜予定＞
＊＊期間内、次期家元池坊専好も登場します。（時間未定）
＊NAKED,INC.による映像・音の演出： 11 月 28 日（土）～12 月 27 日（日）
毎日 17：30～22：00
・ 約 10 分間の映像と音の演出があります。 （22：00 終了）
・ 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。
華道家元池坊による、本格的ないけばな体験
◆本格的ないけばな体験でクリスマスの思い出に残るいけばなをいける「ワークショップ」開催
期間中の 12 月 6 日（日）・13 日（日）の 2 日間、ホテルの宴会場で初心者でも気軽に参加することができる
いけばな体験を開催いたします。クリスマスにいけばなをいけるという特別な体験をザ・サウザンド キョウトがお届けいた
します。
TEA&BAR の特別限定メニュースイーツ「風花」とセットでお楽しみいただけます。
詳しくは ホテル公式サイトをご確認ください。
【ご注意】 １、エプロンなどご持参ください。
２、お持ち帰りの袋などホテルでもご用意いたしますがご自身でもお持ちください。
「風花雪月」限定コラボレーションメニュー
◆「風花雪月」をイメージする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「風花」をイメージした特別限定メニューをお楽しみいただけます。
期間中開催のワークショップ「いけばな体験」は上記限定メニューとセットでお申し込みいただけます。
詳しくは ホテル公式サイトをご確認ください。
＊11 月 28 日（土）～ のご提供です。

FLOWERS BY NAKED GIFT Ｘ ザ・サウザンド キョウトコラボレーション
◆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。
詳しくは ホテル公式サイトをご確認ください。

■「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 ：大階段
【期 間】2020 年 11 月 21 日（土）～12 月 27 日（日）
11/28（土）開催に先立ち、華道家元池坊次期家元、池坊専好の公開いけ込みを実施いたします。
＊公開いけ込み：11 月 18 日（水）、19 日（木） 各日ともに 9：00～17：00 ＜予定＞
● NAKED,INC. プロジェクションマッピング / 映像と音の演出

：大階段

【期 間】2020 年 11 月 28 日（土）～12 月 27 日（日）
毎日 17：30～22：00
＊約 10 分間の映像と音の演出があります。 （22：00 終了）
＊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。

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

＜この内覧会に関するお問合せ／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
広報事務局
TEL：06-4708-3766

八尾・後藤
E-mail:pr@raple.co.jp

11 月 26 日（木）17 時 30 分（受付 17 時～）
【「風花雪月」メディア内覧会のお知らせ】
大階段に設置したいけばな作品「風花」と NAKED,INC.のプロジェクションマッピングを
ご鑑賞、企画担当者や総支配人へのインタビューを承っております。

※ご参加希望は、こちらの用紙に必要事項をご記入のうえ

11 月 25 日（水）までに

FAX. 06-6233-8778 宛にご返信くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
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別日での取材ご希望、その他のご要望などあればご記載ください

備考

（広報担当者

・総支配人）

上記の個人情報の取扱いに関し、以下の内容につき、同意いたします。
・京阪ホールディングス株式会社の個人情報保護方針に基づき管理するとともに、法令およびその他の規範にしたがって、ニュースリリース等の発信、
記者会見や施設内覧会の案内など、広報活動に必要な範囲で利用すること。
・グループ会社、提携先、業務委託先等に上記個人情報を提供する場合があること。
※上記記載の内容に関しましては、法令上個人情報の取得にあたるため、何卒ご理解・ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

＜THE THOUSAND KYOTO 交通のご案内 ＞
所 在 地：〒600-8216 京都市下京区東塩小路町 570 番
アクセス：ＪＲ京都駅中央口（烏丸口：京都タワー側）より徒歩約 2 分
公 式 HP：https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/

＜施設構成＞
B1F：駐車場、フィットネス、小宴会場、美容室
1F：エントランス（車寄せ・通り庭・大階段）、フロント、大・中宴会場、控室
2F：ウエディングサロン、衣裳室、レストラン、スパ（トリートメントルーム）
3F：チャペル、ガーデン、客室、スパ（受付・温浴・ストーンスパ・サウナ）
4F～9F：客室
備考：地下 1～3F で京都センチュリーホテルと接続

＜この内覧会に関するお問合せ／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
広報事務局
TEL：06-4708-3766

八尾・後藤
E-mail:pr@raple.co.jp

