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【KYOTO NIPPON FESTIVAL 2018】
「現代美術家×乃⽊坂 46」の展⽰決定！
イベントチケットは明⽇ 8 ⽉ 23 ⽇（⽊）午前 10 時より発売
KYOTO NIPPON FESTIVAL実⾏委員会は、「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2018（以下、KNF）」
【会期：2018年10⽉6⽇（⼟）〜12⽉2⽇（⽇）、会場：北野天満宮 ⽂道会館】で、現代美術家と乃
⽊坂46がコラボレーションした展⽰を⾏うことを決定しました。また、本イベントのチケットを各種プレイガイドにて明⽇
8⽉23⽇（⽊）午前10時より発売すること、本イベントのキービジュアル、⼑剣乱舞-ONLINE-とのコラボレーショ
ン、が決定しました。

KYOTO NIPPON FESTIVAL 2018
キービジュアル

第３回⽬となる今回のテーマは、「POP と挑戦」。2018 年は京都から発信する古典と現代の対⽐と称し、
北野天満宮の神宝と現代アーティストの個展を軸に開催します。京都で⽇本を感じて、『KYOTO NIPPON
FESTIVAL 2018』で美と伝統と⽂化を知っていただきたいと思います。
メイン企画は現代美術家 3 名と乃⽊坂 46 メンバーのコラボギャラリー展です。昨年は伊藤万理華（当時：
乃⽊坂 46、2017 年 12 ⽉乃⽊坂 46 卒業）の展覧会「伊藤万理華の脳内博覧会」を開催し、今年も乃⽊
坂 46 による展⽰を⾏います。また、昨年に引き続き、華道家元池坊、京都吉兆との取り組みも実施。華道家元
池坊とは開幕⽇ 10 ⽉ 6 ⽇（⼟）のオープニングセレモニーで⽣花パフォーマンスを⾏い、京都吉兆は KNF オリ
ジナルフードメニューを販売致します。さらに、北野天満宮宝物殿の⼑剣展との共同企画として今回初めてオンライ
ンゲーム「⼑剣乱舞-ONLINE-」とのコラボレーションも実現。華道家元池坊や京都吉兆との共同プロジェクトなど
話題性のある企画を展開予定です。

【ART】現代美術家×乃⽊坂 46

会場：⽂道会館

「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2018」のメイン企画として現代美術家と乃⽊坂 46 によるコラボギャラリー展
を北野天満宮の⽂道会館で開催。現代美術家の川⼈綾、北林加奈⼦、島⽥清夏が、京都から世界へ発信す
る“⽇本の美”を展⽰します。昨年に引き続き KNF に参加する乃⽊坂 46 は、様々な展⽰企画を予定しておりま
す。

【現代美術家 展⽰作品】

※展⽰作品は変更になる場合があります。

【川⼈綾 作品】

【北林加奈⼦ 作品】

【島⽥清夏 作品】

川⼈綾／Kawato Aya
1988 年、奈良に⽣まれ京都で育つ。神経科学者の⽗のもと、脳を通して世界を把握していると
いうことを強く意識するようになる。京都で⽇本の伝統的な染織を学んだ後、パリ国⽴⾼等美術
学校交換留学を経て、東京藝術⼤学⼤学院先端芸術表現科を修了。
現在、博⼠後期課程に在籍。「制御とズレ」をテーマに、⽇本の伝統的な染織や最新の神経科
学を背景にもつ、抽象的なグリッド状のペインティングを中⼼に制作している。
「2074、夢の世界」グランプリ、「第 11 回 Tagboat Award」 ⼩⼭登美夫賞など受賞多数。

北林加奈⼦／Kitabayashi Kanako
多摩美術⼤学 美術学部 ⼯芸学科 陶専攻
東京藝術⼤学⼤学院 美術研究科 修⼠課程 彫刻専攻 修了
卒業陶芸に⽷や⽊という素材を組み合わされ、どこにもない新しい素材感を⽣み出す。
主な展⽰に、「⾒える/ ⾒えない 」 表参道 ギャラリーDiEGO（東京）
「Kanako Kitabayashi Solo Exhibition」
Raus stenkärlsfabrik och konsthall（ヘルシンボリ, スウェーデン）
「2074、夢の世界」グランプリ、平成 29 年度台東区⻑奨励賞。

島⽥清夏／Shimada Sayaka
⽇本⼤学藝術学部映画学科卒業後、現在、東京藝術⼤学⼤学院美術研究科在籍。
映像やインス タレーションを中⼼に作品を発表。「オーバーハウゼン国際短編映画祭」をはじめ国
内外の映像祭で作品を発表する。また⼤学在学中に花⽕と出会い、花⽕の持つエネルギーに魅
了される。卒業後、花⽕ショーデザイナーとして活動。「ハノーヴァー国際花⽕競技会」など、国内
外の花⽕⼤会に参加。⽕や⽔といった現象アートに興味を持つ。
主な展覧会に「TOKYO 数寄フェス」( 上野恩寵公園、東京、2016 年) など。「2074、夢の
世界」グランプリ。

【ART】⼑剣乱舞-ONLINE-

会場：調整中

オンラインゲーム「⼑剣乱舞-ONLINE-」とコラボレーションした企画を実施。詳細は今後発表致します。
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【ステージ】オープニングセレモニー

会場：紅梅殿

本イベントの開幕⽇ 10 ⽉ 6 ⽇（⼟）には、華道家元池坊や乃⽊坂 46、⼑剣乱舞等によるオープニングセ
レモニーを北野天満宮の紅梅殿で実施。詳細は今後発表致します。

【2016 年のセレモニーの様⼦】

【カルチャー】池坊 IKENOBOYS 花会

会場：松向軒、明⽉舎

華道家元池坊がプロデュースする“イケメン”男⼦華道グループ IKENOBOYS。KNF で初の個展
『IKENOBOYS 花会（はなかい）－花と光の幻想空間－』を実施。普段は⼊ることのできない北野天満宮の茶
室「松向軒」と「明⽉舎」を舞台に、「ＰＯＰと挑戦」をテーマにしたいけばな展を開催します。⾒る⼈の感性をくすぐ
る花と光が織り成す幻想空間をお楽しみください。

※写真はイメージです。

【フード】京都吉兆プロデュース限定フード

会場：⽂道会館

昭和 5 年の創業以来、「世界の名物 ⽇本料理」を信条に、料理⼀筋に⼼を尽くしてきた『京都吉兆』。本イ
ベントでしか味わうことができない特別メニューを、北野天満宮の絵⾺所で提供。京都嵐⼭吉兆の徳岡邦夫⽒が
プロデュースした渾⾝の逸品を、味覚だけでなく五感全てで感じていただき、⽇本料理の素晴らしさをお伝えします。

※写真はイメージです。
KYOTO NIPPON FESTIVAL×めざましライブ ⽇本お元気キャラバン 会場：北野天満宮 紅梅殿

KNFは「めざましテレビ」主催の⾳楽ライブイベント「めざましライブ ⽇本お元気キャラバン」を共同で開催しま
す。東京お台場で夏の⾵物として開催してきた⾳楽ライブイベント「めざましライブ」。今年放送25年⽬を迎えた
「めざましテレビ」が⽇本全国隅々にまで感動をお届けすべく⾳楽キャラバンを全国各地で⾏っています。KNFは
「めざましテレビ」の“地域の活性化の⼀助となり、⽇本の隅々までを元気にしたい‼”という想いに共感し、10
⽉21⽇（⽇）に「めざましライブ ⽇本お元気キャラバン in 京都」として、北野天満宮の紅梅殿に特設ステ
ージを設け、『観て、聴いて、感じて』いただく「めざましライブ」を開催します。出演アーティストは、⼭崎育三郎、
わたなべちひろを予定しています。詳しくは https://www.fujitv.co.jp/livecountrytour/

※「めざましライブ ⽇本お元気キャラバン in 京都」のチケットは、「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2018」のチケットとは
別料⾦になります。チケット情報は決まり次第、上記のHPで発表します。

KYOTO NIPPON FESTIVAL（京都ニッポンフェスティバル）概要

2018年のテーマは「ＰＯＰと挑戦」。
京都で⽇本を感じて
「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2018」で
美と伝統と⽂化を知る。
観光都市ランキング2年連続世界1位になった⽂化都市・京都
の北野天満宮を舞台に⽇本の伝統⽂化とアート、⾷を融合させた「KYOTO NIPPON FESTIVAL」。
2020年に向けて様々なイベントや盛り上がりを⾒せ始めている⽇本は世界からの関⼼をますます集めています。こ
の機を捉えて、⽇本ならではの魅⼒をもっと元気にもっと「POP」に世界に向けて⽼若男⼥問わず発信していきます。
今回で第３回⽬となる『KYOTO NIPPON FESTIVAL 2018』は、昨年同様に北野天満宮で開催します。
2018年は京都から発信する古典と現代の対⽐と称し、北野天満宮の神宝と現代アーティストの個展を軸に開催
し、⽇本が誇るPOPSカルチャーとも連動して展開します。

【開催概要】
◇タイトル：KYOTO NIPPON FESTIVAL 2018
◇開催期間：2018 年 10 ⽉ 6 ⽇（⼟）〜12 ⽉ 2 ⽇（⽇） ※期間中無休
◇開催時間：10：00〜17：00（最終⼊場は 16：30）
＊11 ⽉ 10 ⽇（⼟）〜12 ⽉ 2 ⽇（⽇）の⼟⽇祝は 10 時〜19 時（最終⼊場は 18：30）
◇会場：北野天満宮（京都府京都市上京区⾺喰町）
◇公式サイト：http://www.kyotonippon.com/
◇イベントに関するお問い合わせ先：info@knfes.com
【チケット・料⾦】
◇チケット：前売券販売期間 8 ⽉ 23 ⽇（⽊）〜10 ⽉ 5 ⽇（⾦）
当⽇券販売期間 10 ⽉ 6 ⽇（⼟）〜12 ⽉ 2 ⽇（⽇）
◇料⾦：【前売券】①もみじ苑付きチケット ⼤⼈ 2,400 円、⼦ども 1,300 円
②アート展のみチケット ⼤⼈ 1,600 円、⼦ども 900 円 ※10/24 まで有効
【当⽇券】①もみじ苑付きチケット ⼤⼈ 2,600 円、⼦ども 1,500 円
②アート展のみチケット ⼤⼈ 1,800 円、⼦ども 1,100 円 ※10/24 まで有効
◇販売：ローソンチケット【L コード：58900】
◇チケットに関するお問い合わせ先：yoyaku-no-info@ent.lawson.co.jp
※⼦ども料⾦は、3 歳以上⼩学⽣以下が対象です。中学⽣以上は⼤⼈料⾦となります。
※「①もみじ苑付きチケット」は、アート展の⼊場料⾦に加え、北野天満宮・もみじ苑への⼊場料⾦が含まれています。アート展は、「現代
美術家×乃⽊坂 46」が対象です。
※「②アート展のみチケット」は上記のアート展の⼊場料が含まれています。
※料⾦は全て税込みです。
※めざましライブのチケット料⾦は含みません。

主催：KYOTO NIPPON FESTIVAL 実⾏委員会
企画・制作：ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
協賛：ジェイアール京都伊勢丹
特別後援：エフエム京都
協⼒：モエ ヘネシー ディアジオ ジャパン株式会社

