
2015年11月27日～29日（3日間）
会場：イギリス・ロンドン／タバコドック

「HYPER JAPAN Christmas Market 2015」内

主催：一般社団法人 ジャパンプロモーション
運営：株式会社 オーセンティックアートアンドカルチャージャパン

MIYABIパビリオン2015

開催レポート
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来場者数は6万人超!
日本ファンで埋め尽くされた3日間！

11月27日～29日、「ハイパージャパン・クリスマスマーケット2015」が、イギ
リス・ロンドンで開催されました。美術、工芸、和食などの伝統文化からマン
ガやアニメ、ゲームといったポップカルチャーまで、新旧の日本を丸ごと体感
できるイギリス最大級の日本文化フェスティバルとして、年を追うごとに規模・
動員数ともに拡大。日本文化を愛する若者や社会人、家族連れまで幅広い
層の人々がイギリスのみならず、フランスやドイツなどのヨーロッパ各国から
訪れ、３日間で延べ5万人を上回る来場者が会場を埋め尽くしました。

9回目となる今回は、“日本食”と“日本のギフト”をメインテーマに掲げ、日本
の技術やものづくりの精神が生かされたクリスマスギフトなどが数多く出展
されました。入館チケットは高額ながら、どの日も完売状態に。オープン前
から開館待ちの人々が長い列をつくるなど、日本への関心の高さをうかが
わせました。

ロンドン東部の再開発エリア、ドックランズに位置するタバコ
ドック。ヴィクトリア朝時代にタバコの貯蔵倉庫として建てら
れたもので、2012年にイベント会場に生まれ変わった。アー
トやデザイン、ファッションなどの一大発信地となっている。

ハイパージャパン開催！
進化と伝統が融合する

「日本文化」を
イギリス・ロンドンへ
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ポップカルチャーから伝統文化まで、会
場中からクールジャパンへの熱気が伝わ
る。日本食の屋台からマンガ・ゲーム、テ
クノロジー、ファッション、伝統文化など、
多様な視点から日本の最先端が集結。有
名企業をはじめ、観光誘致や文化交流を
趣旨とする政府機関、自治体も多数出展
した。クリスマスを目の前にして、イギリス
では一年を通して最も商品が売れるこの
時期、購買意欲旺盛な来場者や業界関
係者らで場内はあふれかえった。

●会期
　2015年11月27日（金）～29日（日）3日間
●会場面積
　16,000平米
●来場者数
　50,000人
●出展数
　114件（政府機関・企業・団体など）

ハイパージャパン・クリスマスマーケット 2015 
実績データ

会　　期 ： 2015年11月27日（金）～29日（日）3日間
会場面積 ： 000,000平米
来場者数 ： 00,000人
出  展  数 ： 000件（政府機関・企業・団体など）

ハイパージャパン開催！
進化と伝統が融合する

「日本文化」を
イギリス・ロンドンへ
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伝統と創意工夫にあふれた、日本の美意識を体現！
パビリオンの多くがイギリス企業や輸入業者という中で、「本物の日本を体感できる！」と、ひときわ来場者

の注目を集めたのが、伝統文化パビリオン「MIYABI」です。「MIYABI」では、さまざまなジャンルの第一
線で活躍している日本のアーティストが集い、伝統とアイディアに満ちた美術品や工芸品などの展示や実演、
ワークショップ、ライブパフォーマンスが行われ、連日多くの日本ファンで大盛況となりました。

普段はなかなか見ることのできない日本の風情漂う作品や匠の技に触れ、出展アーティストの説明に真剣
に耳を傾けたり、会期中何度も足を運ぶ方も数多くみられました。さらに、オリジナリティあふれる質の高いク
リスマスグッズやプレゼントを求める目の肥えたお客様にも好評をいただき、販売面もたいへん好調でした。
また、若者や家族連れなどの一般客にとどまらず、ギャラリストなど美術界のプロフェッショナルやマーケティ
ング関係者も多数来場し、出展アーティストとの活発な交流も行われました。

多くの人で賑わい、来場者にとっても出展者にとっても貴重な出会いや経験をサプライした「MIYABI」
は、ハイパージャパン主催のクロスメディア社からも、来年のパビリオン拡充を強く要望されています。

目の肥えた
日本ファンも大満足！
伝統文化パビリオン

MIYABI
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日本的感性が光る作品がところ狭しと並ぶ
パビリオンには、数多くの人が来場。ライブパ
フォーマンスがはじまると、目の前で繰り広げ
られる「日本の技」を見ようと、大きな人だかり
ができ、ステージ周辺はたいへんな熱気に。ま
た、ワークショップでは、子どもからお年寄り
まで「日本のものづくり」に熱心に取り組む様
子があちこちで見られ、来場者とアーティストと
の笑顔に満ちたあたたかい交流が育まれた。
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●ギャラリーを経営している方との出会いがあり
ました。「日本に買いつけに行くときにぜひアト
リエを訪れたい！」とおっしゃってくださり、連
絡先を交換。再会が楽しみです。

●自分が魂をこめて作った作品をたくさんの方に
褒めていただき、大きな喜びと感動でいっぱい
です。作品づくりの励みになりますね。

●作品を購入する方がとても多かったので、非常
にやりがいがありました。今後の創作活動への
自信にもつながったと思います。

●渡航したアーティストの方と情報交換できるこ
とも、このイベントの魅力ですね。ジャンルの垣
根を越えた交流ができて、刺激と勇気をいた
だきました。

出展者の成果実例

伝統文化の魅力が
「MIYABI」に凝縮

卓越した
精緻の技と美

●作品の背景やストーリーに共感してもらえたこ
とが嬉しかったです。芸術に国境はない、と改
めて感じました。

●日本で予想していたものとは、全く違う反応で
驚きました。うけると思っていたものがうけな
かったり、数合わせで持ってきたものが完売し
たり。でもそこが、実際にお客様と触れ合える
イベントの醍醐味なのですね。

●作品を見て、オリジナルのものをオーダーした
いとおっしゃる方がいたり、違うサイズをつくっ
てほしいと言われたり。嬉しい驚きでした。

●予想以上に作品を購入していただき、大満足
です。

●ライブパフォーマンスを行いました。驚くほど多

くの方に集まっていただき、熱気が伝わってく
るのを感じながらのパフォーマンス。これほど
の充実感を味わえるとは！

●現地の人が抱く日本文化への憧れや関心の高
さを肌で実感できました。話を好意的に聞いて
もらえるので、自信を持って商品をおすすめす
ることができました。

●以前、ネットで作品を注文してくださった方と実
際に会うことができました。話も弾んで嬉しい
対面となりました。

●海外で「日本好き」といえば、マンガやゲームに
興味をもっている人が大半だと思っていました
が、伝統文化や精神的な深みを求めている人
も非常に多く勉強になりました。
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出展者の成果実例

●ワークショップの反応がよく、思っていた以上
に盛り上がりました。子供から大人まで、皆さ
ん本当に珍しそうで楽しそうで、笑顔に囲まれ
て幸せでした。

●海外マーケットの形が見えてきました。オンラ
インでアート作品の販売をしている人との出会
いもあり、新たな可能性に胸が高なります。

●通訳の方がきちんと説明してくださるので、お
客様とのコミュニケーションもスムーズでした。
自分の作品に対する想いをしっかり伝えること
ができました。

●現地の方や現地のアーティストの声を聞くこと
で、作品の新たな一面を発見することができま
した。いつもと違う環境に身を置くことの大切
さを学びました。

●繊細で美しい作品ばかり！ 感動しました。

●作品をつくったアーティストに質問をしたので
すが、詳しく説明してくれて嬉しかったです。

●ほしいものばかりで、選ぶのが大変だったよ
（笑）。

●このパビリオンは最高ね！ 素敵な時間をあ
りがとう！

●ジャンルが幅広くて驚きました。作品のクオ
リティが高いですね。

●ワークショップに参加しました。楽しくて、か
けがえのない経験になったわ。

●凄い技術を持っていますね。またロンドンに
きてください！

●昨日に続いてきました。イギリスではお目に
かかれないユニークな工芸品がたくさんあ
るので、見飽きることがありません。

●彼女へのプレゼントを買ったんだ。日本が好
きだから、きっと大喜びしてくれるはずだよ。

●書がシンプルで気に入った！ 白と黒のミック
スがとても奥深いね。

●面白い作品が多くて、もっともっと日本文化
を知りたくなりました。

●実際に日本のアーティストと話せて貴重な
経験ができました。

●どの作品も詩的で素晴らしい。もっとたくさ
んの作品を見たいです。

●アーティストの努力とスキルを尊敬します。

来場者の声

伝統への敬意あふれる作品群

ブルカノバ・サーシャ
ロンドン芸術大学教授／キュレーター

MIYABIパビリオンの作品を見て感嘆す
る瞬間、その背景にある伝統に対する深い
敬意に気づかされます。日本のアーティストの
方 は々、先達の知恵と経験を尊重し、その技
術を後世に伝えていくことに使命感を持って
取り組んでいらっしゃいます。加えて、伝統を
ただ継承するのではなく、現代に合わせて再
構築・再解釈し、まったく新しい、上質で独創
性あふれるアートを生み出しているのです。こ
れからも、魅力的な作品を世界に発信し続け
ていただきたいと願っています。

迫力満点！ 渾身のライブ・パフォーマンス
体験！ 笑顔あふれるワークショップ
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知らなかった

イギリス全土から来場。
海外組も3割

居住地

口コミの評判が上位に
MIYABIを知ったきっかけ

女性の来場が7割超
男女比

クリスマスシーズン
ならではの高額予算！

予算年齢層

成人の幅広い層に人気。
3割は40代以上

購買力の高い、30代以上の来場多数。

女性の関心が高いほど、購買促進やブーム牽引に繫がる傾向も大。

世界一の物価高を誇る、ロンドンの好景気が如実に。

初の参画にもかかわらず、来場者が来場者を呼んだ結果に。

海外は、フランス、ドイツ、イタリア、スペインが多数を占めた。

［来場データ］

数 字 で 見 る

上質で洗練された“本物の日本”を
「MIYABI」から世界へ。

●お問い合わせ

一般社団法人 ジャパンプロモーション 
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-4 原宿KOMIYAビル6F 
TEL：03-5766-2450／FAX：03-5766-2451／MAIL：info@japanpromotion.org
URL：http://www.japanpromotion.org/

HYPER JAPAN Christmas Market 2016 開催決定！
会期：2016年11月25日～27日（3日間）
会場：イギリス・ロンドン／タバコドック

アーティストの皆様のご質問・ご参画を
 心よりお待ちしております。


