
【平安神宮会館×NAKED, INC.】アートを通した新しい参拝のかた【平安神宮会館×NAKED, INC.】アートを通した新しい参拝のかた
ち。アフターコロナのニュースタイル夜間参拝「NAKEDヨルモウち。アフターコロナのニュースタイル夜間参拝「NAKEDヨルモウ
デ 平安神宮」開催決定！デ 平安神宮」開催決定！

【2022年1⽉16⽇(⽊)まで】幻想的に輝く国指定名勝「神苑」眺めながら愉しむイブニングハイティーや、京【2022年1⽉16⽇(⽊)まで】幻想的に輝く国指定名勝「神苑」眺めながら愉しむイブニングハイティーや、京
都の旬菜を使った和洋折衷のコース料理もご⽤意都の旬菜を使った和洋折衷のコース料理もご⽤意

バリューマネジメント株式会社（本社：⼤阪府⼤阪市、代表：他⼒野 淳、以下当社とする。）が展開するグループブラバリューマネジメント株式会社（本社：⼤阪府⼤阪市、代表：他⼒野 淳、以下当社とする。）が展開するグループブラ

ンド「VMG HOTELS & UNIQUE VENUES」の運営会場である『平安神宮会館』（所在：京都府京都市)では、株式会社ンド「VMG HOTELS & UNIQUE VENUES」の運営会場である『平安神宮会館』（所在：京都府京都市)では、株式会社

ネイキッド（英語表記：NAKED, INC. 、 所在地：東京都渋⾕区、代表：村松亮太郎）と初コラボレーションし、2021年ネイキッド（英語表記：NAKED, INC. 、 所在地：東京都渋⾕区、代表：村松亮太郎）と初コラボレーションし、2021年

12⽉15⽇(⽔)〜12⽉30⽇(⽊)／2022年1⽉6⽇(⽉)〜1⽉16⽇(⽊)の期間「NAKEDヨルモウデ 平安神宮」を開催いたしま12⽉15⽇(⽔)〜12⽉30⽇(⽊)／2022年1⽉6⽇(⽉)〜1⽉16⽇(⽊)の期間「NAKEDヨルモウデ 平安神宮」を開催いたしま

す。す。

歴史ある参拝⽂化を継承し、時代に即して進化する。平安神宮会館×NAKED, INC.夜間参拝「NAKEDヨルモウデ」歴史ある参拝⽂化を継承し、時代に即して進化する。平安神宮会館×NAKED, INC.夜間参拝「NAKEDヨルモウデ」

■平和の祈りが込められた神社、平安神宮■平和の祈りが込められた神社、平安神宮

平安神宮は1895年、平安遷都1100年を期に桓武天皇をご祭神として創建された神社です。当時幕末の戦乱で著しく京都

が疲弊していたなか、千年以上栄えた雅な京都を後世に伝えるため、四海平安の祈りを込めて平安神宮が創建されました

。境内には国指定重要⽂化財に登録された應天⾨や、明治時代の代表的な⽇本庭園として知られている国指定名勝「神苑

」などがあり、1000年以上前の京都を思わせる、雅な⾵景をお愉しみいただけます。

■国指定名勝「神苑」を借景にした寛ぎの空間、平安神宮会館■国指定名勝「神苑」を借景にした寛ぎの空間、平安神宮会館
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印象的な朱塗りの建物と⽩砂や、伝統と格式に彩られた平安神宮。その境内にある平安神宮会館は、約1万坪を誇る名勝

「神苑」に隣接し、広⼤な⽇本庭園が織りなす落ち着いた時を感じる空間です。神苑を借景にした⾃然素材を中⼼として

内装は華美な装飾を控え、⿊⼦としての神宮会館を体現することで神苑の美しさを最⼤限楽しむことができます。天井は

折り上げ格天井を採⽤し、品格ある美しい空間に。春の紅枝垂れ桜や秋の紅葉など、四季折々の⾵情を感じつつ、京都の

旬の⾷材を使ったコース料理をお召し上がりいただけます。平安とつながった伝統と旬の趣が味わえる空間で、京のお料

理と上質なおもてなしをお愉しみいただける空間です。

■安⼼安全に配慮したニュースタイル夜間参拝「NAKEDヨルモウデ」■安⼼安全に配慮したニュースタイル夜間参拝「NAKEDヨルモウデ」

NAKEDヨルモウデは、全国の神社仏閣と、クリエイティブカンパニー NAKED, INC.がコラボレーションし神社仏閣に⾜

を運び、お参りをするというシーンを発展させていくプロジェクトです。

時代背景によって変化していくファッションのように、歴史ある参拝⽂化を継承しつつも、現代⼈、そして次世代に向け

て、時代ごとの背景や流⾏(モード)に即して進化させていく、伝統と⾰新の取り組みです。

⽇本のお祭り⽂化に、NAKED, INC.のクリエイティブと最先端テクノロジーを融合することで、「世界最先端のお参り」

のシーンを創り、⽇本のみならず世界に発信していきます。



そしてこの度、幅広い世代の⽅々に向けてに平安神宮に訪れるきっかけを作り、最新のテクノロジーを使ったコンテンツ

を通して⼼が豊かになる体験を提供するため、本イベントを開催することとなりました。

 

コンテンツ紹介コンテンツ紹介

■京都を巡る、NAKED, INC.の平和を願うアート『DANDELION』の植樹■京都を巡る、NAKED, INC.の平和を願うアート『DANDELION』の植樹

本展の中で、アーティスト 村松亮太郎 / NAKEDの作品「DANDELION」が展⽰されます。「平和でいっぱいの世界」を

コンセプトに、タンポポのアートオブジェ「DANDELION」を世界中に植樹（設置し）、ネットワークを介して繋がるア

ートプロジェクト「DANDELION PROJECT」の起点となっています。「DANDELION」を体験した⼈たちが世界に⾃分

の名前が⼊ったデジタルの綿⽑を世界中にリアルタイムに届け合い、平和の花を咲かせ合うことができます。（※『DA

NDELION』は、本来綿⽑に息を吹きかけ種が舞うアート作品ですが、感染症予防対策として、体験者が⾃分のスマート

フォンをかざすことで、綿⽑が舞う体験になっています。）10⽉から京都各地を巡っている、「DANDELION」が平安

神宮にも植樹され、同期間中は、東京タワー、⾼知城、彦根城など「DANDELION」を通して、平和を願う想いを各地に

リアルタイムで届け合うことができます。

その他、平安神宮だけで体感できるアートも多数登場。NAKED, INC.が提案する、京都平安神宮初のアート展をお楽しみ

ください。

 

⾊とりどりに照らされる神苑を眺めながら、⽬と⾆で愉しむ⾄福の時間を⾊とりどりに照らされる神苑を眺めながら、⽬と⾆で愉しむ⾄福の時間を

平安神宮に隣接する「平安神宮会館」では、ライトアップされた神苑を眺めながら、この⽇限定のコース料理やイブニン

グハイティーをお愉しみいただけます。

■DANDELIONをモチーフに、京の旬を堪能するコース料理「煌」・「⾳華(ののか)」■DANDELIONをモチーフに、京の旬を堪能するコース料理「煌」・「⾳華(ののか)」

 

京都の旬⾷材をふんだんに使った和洋折衷料理をご⽤意いたします。コースの中には「DANDELION」をモチーフにした

お料理を取り⼊れ、⽬にも鮮やかな⼀品に仕上げます。世界中に平和の花が咲く様⼦をイメージしながらご堪能ください

。

＜メニュー例＞

〇おもてなしの七品

茶蕎⻨・たんぽぽのお出しと共に／カブラのプチポタージュとトリュフのフラン



カボチャのポテトサラダ タンポポに⾒⽴てて／タンポポで燻製した奥丹波鶏の胡⿇和え

⽩⾝⿂の南蛮漬け／たんぽぽをイメージした錦⽷寿司／ふぐのフリット湯葉餡仕⽴て

〇主菜

タンポポ茶でマリネした⽜⾁の煮込みとタラのブランダード

〇終演の⼀⽫

パテシェ特製デザート“ダンデライオン”

〇パン／⾷後のお飲み物

※⾷材等の仕⼊れ状況により、メニューは予告なく変更となる場合がございます

■幻想的に輝く神苑を眺めながら愉しむ、イブニングハイティー■幻想的に輝く神苑を眺めながら愉しむ、イブニングハイティー

イベント期間中はライトアップされた夜の神苑を眺めながら味わえる「イブニングハイティー」がお愉しみいただけます

。シェフ特製のオープンサンドはじめ、パティシエ特製デザートが並びます。またお飲み物はサンフランシスコ発のティ

ーブランド「Mighty Leaf」のオーガニックティーなど、約8種類をご⽤意。シェフやパティシエ、サービススタッフが実

際にお料理とのマリアージュを考えご⽤意したものばかり。神苑を眺めながら⾹⾼いオーガニックティーをご堪能いただ

けます。普段は⾒ることのできない幻想的な神苑の⾵景をご覧になりながら、⾄福のひとときをお愉しみください。

＜メニュー例＞

上林春松本店のお抹茶を使った⽩⽟ぜんざい

蕪のスープ トリュフ⾵味のフラン

冬野菜のフリカッセ

お麩のフレンチトースト

⾃家製スコーン 2種のバター

⾦時⼈参のチュイル

紅⽩ようかん

雪だるまマカロン

⽩兎（トナカイ）苺⼤福

サッパリフルーツのジュレ

濃厚なガトーショコラ

抹茶のティラミス 苺パウダー

ホワイトチョコとベリーのドームムース

季節を模ったクッキー



シェフ特製オープンサンド

※⾷材等の仕⼊れ状況により、メニューは予告なく変更となる場合がございます

 

「NAKEDヨルモウデ 平安神宮」開催概要「NAKEDヨルモウデ 平安神宮」開催概要

イベント名 ：NAKEDヨルモウデ 平安神宮

会場    ：平安神宮 (京都府京都市左京区岡崎⻄天王町)

         應天⾨／境内／東神苑／平安神宮会館など

開催期間  ：2021年12⽉15⽇(⽔)〜12⽉30⽇(⽊)／2022年1⽉6⽇(⽉)〜1⽉16⽇(⽊)

開催時間  ：17:30〜21:30（最終⼊場20:50）

公式HP    ：https://yoru-mo-de.naked.works/heian-jingu/

主催    ：讀賣テレビ株式会社、株式会社ネイキッド、株式会社キョードーマネージメントシステムズ

後援    ：京都市、（公社）京都市観光協会

特別協⼒  ：平安神宮

協⼒    ：平安神宮会館、有限会社インフラックス、鳳電気⼟⽊株式会社、株式会社響映、株式会社シーマ、

       三幻⾊（株式会社スタイルテック）、パイフォトニクス株式会社、株式会社BALL・LAB、

       株式会社ムラヤマ

企画・演出 ：NAKED, INC.

※感染症の状況などにより、予告なく内容や開催スケジュールを変更する場合があります。

■チケット販売について■チケット販売について

・チケット販売開始：2021年11⽉16⽇(⽕)10:00〜

・チケット価格：詳細はチケット発売所のページよりご確認ください

・発売所 

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/naked-yoru-mo-de/ 【Pコード：993-461】

ローソンチケット https://l-tike.com/naked-night/ 【Lコード：51966】

イープラス   https://eplus.jp/yoru-mo-de/

CNプレイガイド  http://www.cnplayguide.com/naked/

セブンチケット(12⽉開催)：http://7ticket.jp/s/092408 【セブンコード：092-408】

セブンチケット(1⽉開催)：http://7ticket.jp/s/092414【セブンコード：092-414】

楽天チケット：http://r-t.jp/yoru-mo-de

アソビュー：https://www.asoview.com/channel/tickets/yH12xQTPVF/

※ご予約後の返⾦は致しかねますので予めご了承ください。

■お問合せ■お問合せ

キョードーインフォメ―ション：0570-200-888

(11:00~16:00 ※⽇・祝休み）

■「NAKEDヨルモウデ 平安神宮」チケット付コース料理セット・イブニングハイティーセットご希望のお客様へ■「NAKEDヨルモウデ 平安神宮」チケット付コース料理セット・イブニングハイティーセットご希望のお客様へ

ご予約状況によって、ご希望の⽇時にお席をご⽤意できない場合がございます。チケットご購⼊の前に必ず平安神宮会館

にお電話にてお席のご予約をお願いします。

▼ご予約・お問合せ

平安神宮会館：075-708-2351 (11：00〜19：00) ※⽕曜定休

＜ご予約について＞

・ご予約はお電話からお願いいたします。別サイトからご予約いただいた場合、本チケットはご利⽤になれません

・3営業⽇前の19時までにお電話でご予約ください

・予約の際は、はじめに本チケット利⽤の旨を必ずお伝えください

・予約が混み合う場合はご希望の⽇時に添えない場合がございます

・座席指定は致しかねます

https://yoru-mo-de.naked.works/heian-jingu/
https://w.pia.jp/t/naked-yoru-mo-de/
https://l-tike.com/naked-night/
https://eplus.jp/yoru-mo-de/
http://www.cnplayguide.com/naked/
http://7ticket.jp/s/092408
http://7ticket.jp/s/092414
http://r-t.jp/yoru-mo-de
https://www.asoview.com/channel/tickets/yH12xQTPVF/


・1グループ2〜10名(ご本⼈含む)でご利⽤可能

・チケットは⼈数分ご⽤意ください

＜ご予約の変更・取消について＞

・予約の変更・取消はご利⽤⽇の1営業⽇前19時までにご連絡をお願いします

・予約変更は2回までとなります

＜お時間について＞

・ご予約時間から30分を過ぎますとご提供できなくなりますので予めご了承ください。

・お席はご予約時間から2時間制となります

＜その他ご利⽤について＞

・お⼦様⽤のお料理はおひとり様1800円(税・サービス料込)にて承ります。

・駐⾞場はございません。近隣のコインパーキング等をご利⽤ください。

・お苦⼿な⾷材やアレルギーをお持ちのお客様はご予約時にお申し出ください。

＜チケットのご購⼊はこちら＞

https://eplus.jp/yoru-mo-de/ 

平安神宮会館 公式HP https://www.heianjingu.com/party/afternoontea/

公式instagram https://www.instagram.com/heianjingukaikan_restaurant/

公式Facebook https://www.facebook.com/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E7%A5%9E%E5%AE%AE%E4%BC%9A%E

9%A4%A8-186256271976563/

 

NAKED, INC.についてNAKED, INC.について

1997年に村松亮太郎が設⽴したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativit

y”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、世界各地を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」やAR/VR商品の開発など、オ

ンライン・オフラインを超えた様々な体験を創出。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。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・⼆条城や、東京、⾹港などでも

開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、ヴァーチャルARガイド「NAKED SAMURAI」、AI（⼈⼯知能）

が⽣み出す⾳楽体験「HUMANOID DJ」、⾷×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、感染症予防

対策アート「NAKEDつくばい™️」、「NAKEDディスタンス提灯® ︎」など。

村松亮太郎 / NAKED

アーティスト。NAKED, INC.代表。⼤阪芸術⼤学客員教授。⻑野県・阿智村ブランディングディレクター。 1997年にク

リエイティブカンパニーNAKED, INC.を設⽴以来、映像や空間演出、地域創⽣、伝統⽂化など、あらゆるジャンルのプロ

ジェクトを率いてきた。映画の監督作品は⻑編/短編合わせて国際映画祭で48ノミネート&受賞。2018年からは個⼈アー

ティストとしての活動を開始し、国内外で作品を発表。 2020年には、分断の時代に平和への祈りで世界を繋ぐネットワ

ーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」を⽴ち上げ、世界各地での作品設置に取り組む。https://ryotar

o-muramatsu.com

感染症対策について感染症対策について

VMG RESTAURANTSでは、これからのwith コロナ時代でも安⼼して施設をご利⽤いただくため、「⾶沫感染」「接触感

染」防⽌、「３つの密」の回避、および衛⽣管理の徹底のため、以下の対応策を⾏っております。

会場の衛⽣管理について会場の衛⽣管理について

・複数の⽅が触れる場所(ドアノブ等の館内共⽤部)を1時間ごとを⽬安に除菌・消毒を⾏っております。

https://eplus.jp/yoru-mo-de/
https://www.heianjingu.com/party/afternoontea/
https://www.instagram.com/heianjingukaikan_restaurant/
https://www.facebook.com/%25E5%25B9%25B3%25E5%25AE%2589%25E7%25A5%259E%25E5%25AE%25AE%25E4%25BC%259A%25E9%25A4%25A8-186256271976563/
https://ryotaro-muramatsu.com


・テーブル・椅⼦などご利⽤ごとに消毒もしくはテーブルクロスの張り替えを⾏っております。

・⾷器類やカトラリーの⾼温洗浄、提供前の除菌の徹底を⼼がけております。

会場内の3密回避に関して会場内の3密回避に関して

・混雑が予測されるお⽇にちは、お客様のご来店時間の予約時の段階で調整させていただく場合がございます。

・ご来店・お会計時など密集を⽣みそうな場合は、スタッフより随時ご案内させていただき、密集を避け、対⼈距離(社

会的距離)の確保を保たせていただきます。

・パブリックスペース、レストラン、個室等の換気の実施、ご利⽤中の扉開閉による空気の⼊れ替えをこまめに⾏ってお

ります。

従業員の健康管理従業員の健康管理

出社時の検温(37.5度のみ出社可)と記録、および体調不良者の⾃宅静養を徹底しております。

・出社時や勤務時には頻繁に⼿洗い・うがいをするよう徹底管理しております。

・お客様の安全のため、出退勤時並びに勤務中はマスクもしくはフェイスシールドを着⽤しております。

・ユニフォームは使⽤毎にクリーニングしております。

・濃厚接触者等、感染及び感染可能性のあるスタッフは14⽇間の⾃宅待機を徹底しております。

・万が⼀の感染者発⽣においては、濃厚背職者を特定して⾃宅待機とし、保健所と相談の上、速やかに消毒等の措置を実

施いたします。

ご提供するお料理への⼯夫ご提供するお料理への⼯夫

・上記記載の従業員の健康管理について、同様の対応もしくはそれ以上に従業員の健康管理を徹底されているパートナー

企業様より⾷材や備品供給を⾏い、外囲部からの感染拡⼤リスクの低減を試みております。

・デザートビュッフェなどビュッフェ形式のご提供は、⼀⼈ずつ取り分けられるように⼩⽫に盛り込んでご提供いたしま

す。また取り分けが必要なものにつきましては⾶散防⽌フィルムをお料理・デザートにおかせていただきます。

・取り分け⽤トングはこまめに除菌・消毒を⾏っております。

▼詳細はこちら

https://www.vmg.co.jp/news/res-covid19/?fpc=124.9.365.01b1bdc2ae7c660A.1661509948000

VMG HOTELS & UNIQUE VENUESについてVMG HOTELS & UNIQUE VENUESについて

「まだ⾒ぬ時と出会う場所」をコンセプトに、当社が運営する歴史的建造物を利活⽤したホテルとユニークべニューの新

しいブランドとして位置づけ、地域に息づく歴史や⽂化に触れる体験と、究極の個別化されたおもてなしの提供により、

⼼の豊かさに気づける機会の提供を⽬指します。

VMG HOTELS & UNIQUE VENUESのレストラン(以下、VMG RETAURANTS)は、伝統的建造物群保存地区に残る建造物

や国指定⽂化財を活かしたレストランです。そのまちや建物の歴史を背景としたコンセプトを⽣かしたレストランで、“

地産地消”をテーマにその⼟地の⾷材や名産を取り⼊れたお料理をご提供しています。歴史的・⽂化的価値の⾼いユニー

クな場所で、カテゴリーにとらわれない⾷体験を通し、その⼟地の歴史や⽂化を知ることで、時を越えた体験をご提供い

たします。

https://www.vmg.co.jp/news/res-covid19/?fpc=124.9.365.01b1bdc2ae7c660A.1661509948000


ブランドサイト：https://www.vmg.co.jp/

■当社について

「⽇本の⽂化を紡ぐ」をテーマに、⽂化財などの歴史的建造物やまち並みを宿泊施設・レストラン・結婚式などの事業で

施設再⽣し、後世に残す取り組みを⾏っています。現在、関⻄を中⼼に24の施設を運営しており、これまで再⽣させた

施設は30か所を超えました。

会社名  ： バリューマネジメント株式会社

設⽴   ： 2005年2⽉14⽇

代表取締役： 他⼒野 淳        

資本⾦  ： 3,000万円

所在地  ： ⼤阪府⼤阪市北区⼤深町4番20号 グランフロント⼤阪タワーA 17階

事業内容 ： 事業再⽣コンサルティング事業・新規事業開発⽀援・事業運営(ウエディング会場、宿泊施設の経営・運

営)

売上       ： 59.5億（2020年12⽉期）

従業員数   ： 881名（パート・アルバイト含む）

URL       ： https://www.vmc.co.jp/

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000204.000018871.html

バリューマネジメント株式会社のプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/18871

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

バリューマネジメント株式会社 広報担当

メールアドレス：press@vmc.co.jp

https://www.vmg.co.jp/
https://www.vmc.co.jp/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000204.000018871.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/18871
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