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2020年 12月 1日 

クリスマスの本格的いけばな体験、トークショーを開催 

～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 11 月 28 日（土）～12 月 27 日（日）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）を展示しております。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、特別ないけばな作品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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」の取り組みを発信するため、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。 

 

華道家元池坊による本格的いけばな体験  「いけばなワークショップ」 

◆クリスマスの思い出に残るいけばなをいける「いけばなワークショップ」開催 

 期間中の 12 月 6 日（日）・13 日（日）の 2 日間、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ザ・

サウザンド キョウトにて開催いたします。クリスマスにいけばなをいけるという特別な体験をお届けいたします。ワークショッ

プとともに、イベント「風花雪月」をイメージした限定メニュースイーツ「A light snow KAZAHANA」をホテル内レストラ

ン「SCALAE」にてランチセットプラン、ケーキセットプランとして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。 

※【ご取材可】 ホテル広報担当までお問合せください。 

【開催日】 2020 年 12 月 6 日（日）、12 月 13 日（日） 

        受付：10：00（会場前にて） /  「いけばなワークショップ」 10：30～12：00   

【場所】 ザ・サウザンド キョウト 

 「いけばなワークショップ」：会場 「宴会場」 /  「ランチ・ケーキセットプラン」：イタリアン「SCALAE」 

【料金】   

＊ 【ランチセットプラン】7,800 円 

プラン内容：いけばなワークショップ +ランチコース（4 品、ドリンク）+ 限定メニュースイーツ「A light snow KAZAHANA」     

＊ 【ケーキセットプラン】５,800 円 

プラン内容：いけばなワークショップ + 限定メニューケーキセット 「A light snow KAZAHANA」                    

  ※表示価格にサービス料 13％と消費税が含まれております。 

  【ご予約】  ホテル公式ホームページ、電話（レストラン予約） 

        URL https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/fuka-setsugetsu/index.html 

【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。 

３、受付時に検温、消毒のご協力をお願いいたします。 

 

  【講師】  藤井 真 氏/ Fujii Makoto 

１９７７年３月５日生まれ、京都府京都市在住。 

池坊短期大学 准教授 

(一財)池坊華道会特別嘱託講師 

２０１５年 全米いけばな特派講師としてアメリカ・カナダへ派遣 

華道男子グループ「IKENOBOYS」エグゼクティブアドバイザー 

現在、全国各地で開催される講座や研究会、海外への華道普及活動などでご活躍中。 

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/fuka-setsugetsu/index.html


イベント「風花雪月」コラボレーションメニュー限定発売 

◆「風花雪月」をイメージした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。 

 詳しくは ホテル公式サイトをご確認ください。 

 

「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。「風花」（かざはな）とは、雪が風に乗って舞い飛ぶさま、風に乗った雪が 

花びらのように舞い降りる様子を表す、美しい日本語です。 

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。 

チーズクリームとグレープフルーツゼリー、香り高いいちごクリームが織りなす冬のケーキ。 

爽やかな口溶け、ほのかに甘いいちごの瑞々しい香りに、風に舞う花びらのような雪 

を感じてみてください。 

 

千年の都、京都から発信する 「風花雪月～伝統と革新～」一夜限りのトークショーイベント 

 「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、ファシリテーターに ACT4 編集長佐藤真理子氏を迎え 

華道家元池坊次期家元 池坊専好様とファッションデザイナー コシノジュンコ様のトークショーを開催いたします。 

いけばな作品「風花」のもと、ホテルのシンボルである大階段で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～」トークショー概要 【ご取材可】 

【開催日】 2020 年 12 月 5 日（土） 

【時間】 20：00～20：30  30 分間 ＊時間は多少前後する場合がございます 

【場所】 ザ・サウザンド キョウト 1 階 大階段 

【料金】 無料 

 

池坊専好 

いけばなの精神性・理論を紐解き、より豊かに生きる方法やビジネス分野にも通じる視点で、 

これからのいけばなを発信。音楽やテクノロジーなど、他分野とのコラボレーションにも積極的に取り組む。 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会文化・教育委員会委員。 

2025 年日本国際博覧会協会 理事・シニアアドバイザー。 

 

コシノジュンコ 

1978 年よりパリコレクションを皮切りに世界各国でショウを通じて国際的な文化交流に力を入れる。 

2018 年パリ 2025 年日本国際博覧会協会シニアアドバイザー、文化庁「日本博」企画委員、 

文化功労者。2018 年京都パリ友好 60 周年パリ市庁舎で能とモードのショウを開催。 



FLOWERS BY NAKED GIFT Ｘ ザ・サウザンド キョウト コラボレーション 

◆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。 

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 ：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 

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/fuka-setsugetsu/index.html
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/news/anti-covid.html
mailto:ttk_press@keihanhotels-resorts.co.jp

