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価値ある日本文化の「つくり手」たち、その作品を一堂に展示する 

「ENU（エヌ） Days@二条城夜会」を開催 
～「ワントゥーテン 二条城夜会」にて、2021 年 11 月 20 日（土）～23 日（火）開催～ 

 

 

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、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）」に

賛同しプロセスエコノミーを活用して自身の活動や作品を発表している京都在住の工芸作家や職人の作品

を展示する特別企画「ENU Days＠二条城夜会」を開催します。展示品は厳選された本物の価値ある

品々。実物の工芸品を鑑賞することで、素材そのものの質感や風合、緻密な意匠や筆致、それらの作品が

持つ世界観やつくり手の思いまでを感じていただけます。 

本展示イベントは、世界遺産・元離宮二条城にて開催中の「ワントゥーテン 二条城夜会」会場内のスペ

シャルブースにて、2021 年 11 月 20 日（土）から 11 月 23 日（火）までの 4 日間開催いたします。期間

中は、先着でコーヒー豆の配布や、歌舞伎俳優の市川海老蔵が開発した「海老蔵カレー」の抽選提供も実

施いたします。 

「ワントゥーテン 二条城夜会」のインタラクティブ・ランドプロジェクションと合わせてお楽しみくだ

さい。 

 



 

 

 

■「ENU Days@二条城夜会」イベント概要 

会場   ：「ワントゥーテン 二条城夜会」 京都 元離宮二条城 台所前スペースの ENU ブース 

開催期間：2021 年 11 月 20 日（土）～2021 年 11 月 23 日（火） 

開催時間：18：00～21：20（閉場 22:00） 

 

■「海老蔵カレー」があたる抽選を実施 

ご自身の端末で ENU の会員登録が確認できる画面表示して頂いたお客さまに一杯分のコーヒー豆を提供

いたします。更に、ファンプラン「ENU 公式 市川海老蔵 E-pocket」へ登録されている方には、市川海

老蔵完全監修のもと、開発期間に約 1 年を費やした「海老蔵カレー」が当たる抽選へ参加していただけま

す。  

※配布数に限りがあります、なくなり次第終了になります。  

※抽選方法は現地にてお伝えいたします。

 

 



 

 

 

■「ENU Days@二条城夜会」へ出展予定の「つくり手」 

 

・「京都西陣 ふくおか」 福岡裕典（西陣織） 

ENU プロフィール https://www.enu.app/creator/?screen_name=hirochan 

明治 35 年に創業し，西陣の地で，帯や能装束等の伝統的な西陣織を製造している。20 数年前から新しい

取り組みとして、炭素繊維特殊織物の開発を行い、意匠性の高い炭素繊維の織物として注目を集めている 

https://fukuoka-k.co.jp/ 

 

・「京都紋付」 荒川徹（京黒紋付染め） 

ENU プロフィール 近日登録予定 

1915 年創業。京黒紋付染で「黒を極める事」に専念している。黒染一筋で、長年培ってきた技術をさら

に磨き、「深黒（しんくろ）加工」という独自の技術を生み出す。究極の黒を染める「深黒加工」を施し

た衣服の染め替えプロジェクト「K」を 2020 年 9 月にローンチし、SDGs やサスティナブルの文脈で注目

を集めている。http://www.kmontsuki.co.jp/ 

 

・山中源兵衛（錫器・銀器） 

ENU プロフィール https://www.enu.app/creator/?screen_name=genbei 

日本で数少ない金属工芸の専門店でかつ現存する日本最古の錫工房「清課堂」の七代目当主。 

2000 年より店舗に併設した金属工芸専門ギャラリーを運営、国内海外を問わず、優れた金属工芸作家の

作品を収集、個展・企画展を開催している。 

https://www.seikado.jp/ 

 

・「二条城 京ござん」 橋本智至（呉服） 

ENU プロフィール https://www.enu.app/creator/?screen_name=kyogozan 

きもの・帯の製造及び卸。本物志向を意識し「素材」「職人技」「感性」の融合で求められる製品づくり

を目指す。着物の文化価値を大切にしており、二条城周辺が着物姿の観光客で賑わうことを願っている。 

https://www.kyogozan.jp/ 

 

※敬称略 

 

■ＥＮＵ（エヌ）への参加したい「つくり手」、ENU の「つくり手」とコラボしたい企業・団体を募

集中 

ＥＮＵ（エヌ）へ参加希望の「つくり手」、ENU の「つくり手」とコラボしたい企業さま・団体さま、

「ENU（エヌ）」公式サイト（https://enu.jp/）の ENU お問い合わせフォームよりお問い合わせくださ

い。 



 

 

 

■ファンコミュニティコマース「ENU（エヌ）」について 

「ENU(エヌ)」は、日本各地で名品・名作といった有形無形の価値を自らの手で生み出している伝統工芸

作家やアーティストといった「つくり手」がアイデアや思想、制作のプロセスを発信し、その「つくり

手」を応援したい「ファン」とつながることができるサービスです。「ファン」は「ENU(エヌ)」が提供

するファンコミュニティ機能、サブスクリプション機能、ライブコマース機能、ストア機能などを通して

「作り手」の創作・制作活動を応援・支援し、その作品を購入することもできます。 

 

「ENU（エヌ）」公式サイト ： https://enu.jp/ 

iOS アプリ         ： https://apps.apple.com/jp/app/enu/id1562453537 

PC/Android 向けブラウザ版 ： https://www.enu.app/ 

公式 Twitter アカウント   ： https://twitter.com/official_enu 

 

 

■「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」が京都で初開催となります。 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

■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（@1_10yakai） 

【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 


