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世界遺産のライトアップ、巨大ランドプロジェクション、幻想的パフォーマンス

「ワントゥーテン 二条城夜会」配信チケットが販売決定
〜2021 年 12 月 7 日（火）、京都の元離宮二条城よりオンライン配信〜

XR や AI 等の先端技術で社会課題の解決に取り組む株式会社ワントゥーテン（本社:京都府京都市、代表:
澤邊芳明）は、世界遺産・元離宮二条城で開催中の「ワントゥーテン 二条城夜会」より、重要文化財・
唐門や特別名勝・二の丸庭園などの二条城内のライトアップ演出や国内最大級の巨大ランドプロジェクシ
ョンのインタラクティブアート、そしてクリエイティブＡＩとパフォーマーが生み出す幻想的なパフォー
マンスをオンラインで視聴可能な配信イベントを 2021 年 12 月 7 日（火）に実施いたします。本配信イベ
ントの視聴チケットは 2021 年 12 月 3 日（金）10 時より販売開始いたします。
没入体験型イベント「ワントゥーテン 二条城夜会」は、その場でしか感じられない特別な体験を提供
し、ご来場いただいた皆様に大変ご好評をいただいています。オンライン配信では、京都・二条城への来
場が叶わないお客様へも会場の空気や臨場感が伝わるように実際の順路に沿ってカメラが視聴者を案内
し、場内の各見どころではナビゲーターの音声解説が加わります。また、会場スペースの都合で各日限定
数のみのチケット販売となっている人気の「特別パフォーマンス」もオンライン配信では全編をご覧いた
だける等、配信イベントならではの充実した構成になっており、既にご来場頂いたお客様にも見応えある
配信内容となっています。

■12 月 7 日（火）の LIVE 配信後、12 月 26 日（日）までアーカイブ配信で視聴可能

本配信イベントは、2021 年 12 月 7 日（火）22 時より、京都の元離宮二条城からオンライン LIVE 配信さ
れ、その後 12 月 26 日（日）23 時 59 分までアーカイブ配信されます。当日の LIVE 配信を見逃してもア
ーカイブ配信で鑑賞いただけます。アーカイブ配信の視聴チケットは 12 月 3 日（金）10 時から 12 月 26
日（日）22 時まで購入可能です。

■配信イベント概要

公演名

：ワントゥーテン 二条城夜会 LINE LIVE

配信日時

：2021 年 12 月 7 日（火）22:00〜22:45 ※公演開始 22:10

チケット販売期間 ：2021 年 12 月 3 日（金）10:00〜12 月 26 日（日）22:00
※LIVE 配信の視聴チケット販売は 12 月 7 日（火）22:00 まで。
アーカイブ配信期間：2021 年 12 月 7 日（火）リアルタイム配信終了後〜12 月 26 日（日）23:59 まで
視聴価格

： 1,020 円(税込)
※表示価格はシステム利用料 220 円（税込）を含んだ価格です。
詳細は「ワントゥーテン 二条城夜会」公式サイト（https://yakai.1-10.com/nijojo/）
にてご覧ください。

配信方法

：LINE LIVE-VIEWING ※アーカイブ配信あり
※配信の視聴方法等の詳細はチケット販売サイトにてご確認下さい。

製作・総合演出

：ワントゥーテン

コピーライト

：© 1→10, Inc.

■「ワントゥーテン 二条城夜会」について

2021 年 11 月 5 日（金）より 12 月 12 日（日）まで（12 月８日を除く）、世界遺産・元離宮二条城（京都
府京都市）にてクリエイティブ AI による国内最大級のインタラクティブ・ランドプロジェクションや、
京都の名店の食の数々を楽しめる没入型アート体験イベント「ワントゥーテン 二条城夜会」を開催いた
します。
クリエイティブ AI による約 400 ㎡の巨大インタラクティブ･ランドプロジェクションは、来場者の密度や
位置、周辺の天候などの環境情報を AI が解析し、より自然現象に近い予測できない感覚的なインタラク
ティブアートを創り出します。また、会場内を満たす光と音は、重要文化財の唐門や特別名勝の二の丸庭
園など、二条城が持つ情景や造形美の魅力を引き立たせ、二条城の持つ本質的な価値の再発見を促しま
す。さらに京都の名店が集う食のコーナーも登場。伝統と革新を融和させ日本文化を再発見するワントゥ
ーテンの「夜会」が、京都の世界遺産・元離宮二条城で開催中です。

【WEB サイト】 https://yakai.1-10.com/nijojo/
【公式 Twitter アカウント】 夜会 by 1→10（@1̲10yakai）

■特別パフォーマンス概要

特別パフォーマンスは、クリエイティブ AI による約 400 ㎡の巨大インタラクティブ･ランドプロジェクシ
ョンとパフォーマーの身体表現が融合する没入型のパフォーマンスです。世界遺産・元離宮二条城の二の
丸御殿車寄前を舞台にした幻想的なパフォーマンスは、二条城の地下を流れるという気脈を表現した巨大

な龍のプロジェクションが悠然と登場する第 1 幕、離宮に息吹く孔雀や鶴、虎や豹、蝶たちの華やかな舞
が繰り広げられる第 2 幕。そして、来場者の願いが光となって金色の龍に託されるクライマックスの全 3
幕構成となっており、それぞれのテーマや演出に合わせた表現を繰り広げます。パフォーマンスを披露す
るのは、世界最高峰のエンターテインメント集団「シルク・ドゥ・ソレイユ」のワールドツアー、国内外
の著名アーティストの LIVE、様々な有名テーマパークのショー、さらにミュージカルやバレエの舞台な
ど、エンターテインメントの一線で活躍するパフォーマー達です。

■イベント開催概要

【イベント名】 ワントゥーテン 二条城夜会
【WEB サイト】 https://yakai.1-10.com/nijojo/
【公式 Twitter アカウント】 夜会 by 1→10（@1̲10yakai）
【開催期間】 2021 年 11 月 5 日（金）〜12 月 12 日（日） ※12 月 8 日（水）を除く
【開催時間】 18:00〜21:20 (閉場 22:00)
※荒天または雨天の場合は、主催者判断により中止や実施内容を変更する場合があります。
※お問い合わせ ： ワントゥーテン二条城夜会運営事務局
090-4085-1449（17:00〜21:30）※12 月 12 日（日）まで（土日祝除く）
【開催場所 】 元離宮二条城 京都府京都市中京区
【前売りチケット（税込）】
月〜木曜日 大人(中学生以上) 1,200 円、小人（小学生）800 円、未就学児無料
金・土・日、祝日 大人(中学生以上) 1,600 円、小人(小学生) 1,200 円、未就学児無料
【当日チケット（税込）】
月〜木曜日 大人(中学生以上) 1,400 円、小人（小学生）1,000 円、未就学児無料
金・土・日、祝日 大人(中学生以上) 1,800 円、小人(小学生) 1,400 円、未就学児無料
※1 日の入場者数には制限があります。※京都市民割引、障がい者割引があります。
※チケット購入方法など詳しくは公式サイト（https://yakai.1-10.com/nijojo/）をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症対策として、検温、マスク着用必須、手指消毒液の設置などを実施します。
【主催】 株式会社ワントゥーテン、京都市
【総合演出】 株式会社ワントゥーテン
【特別協賛】 パナソニック株式会社、ヘキサゴンジャパン株式会社
【協賛】 西尾レントオール株式会社、味の素株式会社

【ワントゥーテン/1→10,Inc.】

人間の永遠の課題に挑み、創造力で人類の可能性をひらく、近未来クリエイティブカンパニー。京都市下
京区に本社をかまえ、最先端の AI 技術を駆使したサービス開発やプロジェクションマッピング・XR を
活用した数々のプロジェクトを日本国内及び世界各国で展開する。
日本の伝統に創造性とテクノロジーを掛け合わせ日本をアップデートする｢ジャパネスクプロジェクト｣、
パラスポーツとテクノロジーを組み合わせたスポーツエンタテインメント「CYBER SPORTS プロジェク
ト」など、先端テクノロジーによる社会課題解決をテーマに世界中の人々の知的好奇心をかき立て続け
る。

【代表的なプロジェクト】

「ドバイ万博日本館」デジタルシフト施策の企画・製作、体験型商業施設「羽田出島｜DEJIMA by
1→10」、知育エンターテインメント施設「ENNICHI by 1→10」、夜の旧芝離宮恩賜庭園や名古屋城での

ライトアップイベント「YAKAI by 1→10」、市川海老蔵「歌舞伎座百三十年 七月大歌舞伎 夜の部
『通し狂言 源氏物語』」でのイマーシブ（没入型）プロジェクション、サイバーパラスポーツ「CYBER
BOCCIA（サイバーボッチャ）S」・「CYBER WHEEL（サイバーウィル） X」、価値ある日本文化の
つくり手を応援するファンコミュニティコマース「ENU（エヌ）」など。
URL ：https://www.1-10.com/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ワントゥーテン 広報 担当：太佐、五明 ／ E-Mail：pr@1‒10.com TEL:070-2318-5998

