
アナログ世代
とソーシャル・
ネットワーク
世代の時空
の 隔たりを、
自由自在 に

バック・トゥ・ザ・フューチャーするひとりユ
ニット「YeYe」。第 4 回 CD ショップ大
賞 2012 ニューブラッド賞受賞！

裏千家教授。カ
ナダ出身、京都
在住。「文武両
道」という精神
から茶道を始め、

裏千家学園茶道専門学校に入学。卒業後
も修行を重ね、茶名「宗榮」を拝受。テレビ・
CM・ラジオ・新聞などメディアにも 多数出演。

日本では唯一環境省から
認定を受けたプロの環境パ
フォーマーらんま先生による
エコ実験パフォーマンスを
開催いたします。科学マジッ
ク、ジャグリング、バランス
芸を交えながら楽しく環境
問題を学んでいただきます。

本の装丁やCDジャケット、
CM のアニメーションなど
多岐にわたり活躍。NHK
にも多数出演。2008 年
より毎年、京都現代美術
館・何必館において個展
を開催。近著は「ラッコちゃ
ん」( 福音館書店 )

ナイロン弦のギターを使
うAki Miyoshi。 とて
もやわらかなサウンドと
鮮やかな音楽で今年 9
月にアメリカで行われた
Walnut Valley Fes で
は観客席から異例の賞
賛を受けるなど、海外で
も注目を集めている。

悠久の古都・
京都の歴史と
伝統の技をちり
ばめた着物を
身にまとい、ミ
スキャンパスた

ちが華やかにステージを彩ります。京都ならで
はの文化と感性が織り込まれた和装の素晴ら
しさを堪能できる華麗なる振袖のショー。

今年も京の花
街・宮川町か
ら舞妓さんが
京都の風情を
運んできます。
なかなか京都
以外では見る

ことが出来ない舞妓さんの舞を是非ご覧く
ださい。

新工芸研究会常設イメージ

※衣装協力

Artist profile/
花結い師・Takaya

京都を拠点に人と花
を結ぶ花結い師として
アーティスト活動を行っ
ている。生花で独創
的なヘッドドレスを制作
し、話題を呼んでいる。

10 月7 日（日）13:30 ～
YeYeライブ

10月7日（日）11:30 ～／15:00 ～
島津製作所 presents eco実験パフォーマー 
らんま先生によるエコワークショップ

10 月7 日（日）16:15 ～
ランディー・チャネル・宗榮
Take a 和

なごみ

Break with Randy

10 月7 日（日）17:30 ～
MAYAMAXXライブペインティング

10 月5 日（金）16:30 ～
Aki Miyoshiライブ

10 月6 日（土）13:00 ～
古都コレクション in Tokyo

10月5日（金）14:00 ～ /15:00 ～
舞妓さんの舞

10 月6 日（土）17:00 ～
『花

か い か

衣華』～花と衣を纏い華に花衣華する～

世界的にも評価の高い ｢Cool Japan｣ に通じ、かつ「知恵の街・
京都」で生まれた技術や感性が現在のライフスタイルに生きている

「Made in Kyoto」製品を一堂に集めてきました。

〜クールな京都の路地を再現〜

会場全体 MAP

｢Cool Kyoto2012｣ 実行委員会
京都府、京都市、株式会社 TBS テレビ、京都商工会議所、京都府商工会連合会、京都
府中小企業団体中央会、公益財団法人京都産業 21、京都産業育成コンソーシアム

L-BOX �

 赤坂ギャラリー
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事務局

サカスウイングイベントPICK UP！

ハイテク 京都の未来の可能性を感じさせる最先端テクノロジー

トラッド 京都の伝統工芸技術や感性を生かした現在のライフスタ
イルに通じる新商品（ネオ・トラッド）

フーズ 京都のこだわり食品・ブランド食品（京都に来なければ
味わえないスイーツ、食品など）

エコ 京都流のクールな「エコスタイル」の提案

ホビー 京都発のフィギュア、キット、ドール等のこだわりホビー（「萌
え」、「ディープ」）

キャラクター 京都発のアニメ・マンガなどのキャラクター

コンテンツ 映像技術、ソフト等にまつわる各種コンテンツ

その他 京都発の「Cool」なオンリーワン製品など
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 サカスモール 1 階
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 サカスモール 2 階

サカスウイング �

ＭＣ：しもぐち☆雅充（α-ＳＴＡＴＩＯＮ ＤＪ)

会場案内、京
都の 歴 史や
観光もご紹介

ワークショップ・イベントスペース
※ 10月8日（月）は「和食」の世界遺産化応援×
東日本大震災復興支援イベント開催 ！ 京の名店「た
ん熊」の味をワンコインで販売します。（限定 200 食）



 サカスモール 1 階
� 有限会社アイ工房 エコ その他

� 嵐山上流の酒蔵 丹山酒造 フーズ

� IREMONYA その他

� ATRCreative ハイテク

� 京絵巻総本舗 フーズ

� 京都北山 マールブランシュ フーズ

� 京都 金銀糸 寺島保太良商店 トラッド

� 京都試作ネット ホビー

� 京都職人修理ネット（京都伝統産業協働バンク） トラッド

� 京都フラワーツーリズム コンテンツ

� 京都へんこ 山田製油 フーズ

� 京都リサーチパーク町家スタジオ その他

� 京表具　京都表具協同組合 トラッド

� 京ぽんと フーズ

� 株式会社クロスエフェクト ハイテク

� けいはんな学研都市 その他

㉒ 京都居酒屋やすだ 牛すじ本舗・由乃由 フーズ

⓳ 京都起業女性コラボ空間「Sacasone 京・室町二条」 トラッド フーズ エコ

⓰ 京都 和紙来歩 その他

⓴ 京の黒豆 北尾 フーズ

㉔ 京の米老舗 八代目儀兵衛 フーズ

❾ 工房 FUGAKU トラッド

❸ 古美術品オークション 古裂会 その他

❿ THE TATAMI YOSHIOKA ORIGINAL 畳工房ヨシオカ トラッド エコ

⓯ 戦国魂 ×MIYAKE コンテンツ ホビー

⓮ 染色工房いふう トラッド

❷ 大東寝具工業株式会社 その他

㉓ nikiniki フーズ

⓬ 学校法人二本松学院　京都美術工芸大学
京都伝統工芸大学校　京都建築大学校

トラッド その他

❶ ボークス ホビー キャラクター

❼ ミーヴ染工房 トラッド その他

❻ 宮井株式会社 トラッド エコ

㉑ らん布袋 トラッド フーズ その他

 赤坂ギャラリー
� 京丹波 うまいもん山の饗 フーズ

� 京都宇治土産 .com　※ 5・6・7 日限定 フーズ

� グリーンロードモータース ハイテク エコ

� 小丸屋住井 トラッド

� 高槻電器工業株式会社 その他

� 高野竹工株式会社 TAKANO CHIKKO Co.,Ltd  ※ 5・6・7 日限定 トラッド エコ

� 東日本大震災復興支援
チャリティーアートカバンオークションプレビュー

その他

 L-BOX
�-1京都丹後 野村牧場 フーズ

�-2京人フレンズ倶楽部 フーズ

�-3こと京都株式会社 フーズ

�-4FLAVOR'S フーズ

 サカスウイング
� 新工芸研究会 トラッド

■ 出 展 企 業 一 覧

� sankei ホビー

� 株式会社 シカタ トラッド

� 独立行政法人 情報通信研究機構 ハイテク

� つえ屋 トラッド その他

� 京ゆば三田久 フーズ

㊲ 株式会社モリタ製作所 ハイテク

㉖ 鎧廼舎・うさぎ塾 その他

㊴ 洛中髙岡屋 トラッド

 サカスモール 2 階
❹ アップル・ワイズ エコ

❽ 上羽絵惣株式会社 トラッド エコ

⓫ M-HERO トラッド

㉕ 御菓子司 松屋 フーズ

❺ 株式会社カスタネット〜ソーシャルバスケットのキフト（寄付＋ギフト）〜 その他

⓱ きもの𠮷創 𠮷田楽跳師 トラッド

⓭ 京からかみ 丸二 トラッド

⓲ 京都異業種交流会 kyoohoo（キョフー） トラッド キャラクター
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