
 

 
京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）

まで3
映す武装の美学
迎える東京を代表するホテルとして力を入れている日本文化発信の一環として
もので
とも言える
マンス、
特別午餐会も開催いたします。
 
日本刀は刀工・研師・白銀師・鞘師・金工師・柄巻師

作られる総合芸術です。この度の展示では、
お客様
きた刀の
詳しく
 
 また
いたします。
「居合」と二人で対峙して行う「居合組太刀」をそれぞれご覧いただけます。国際色
豊かなロビーで開催されるこのパフォーマンスは毎回
いただき大変な賑わいを見せております。
 
また同時開催で、
より「刀」が描かれた浮世絵も展示販売いたします。
    

  太刀

復刻版画

現代刀匠の解説現代刀匠の解説現代刀匠の解説現代刀匠の解説

日本の刀文化、鎧兜日本の刀文化、鎧兜日本の刀文化、鎧兜日本の刀文化、鎧兜

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）
3階/アートロビー等にお

映す武装の美学 
迎える東京を代表するホテルとして力を入れている日本文化発信の一環として
ものです。平安末期
とも言える鍔や刀装具
マンス、6月6日には現代にその技を引き継ぐ
特別午餐会も開催いたします。

日本刀は刀工・研師・白銀師・鞘師・金工師・柄巻師
作られる総合芸術です。この度の展示では、
お客様に自らご案内する

刀の特徴、職人としての奥深いこだわりについて解説するほか、ご来場のお客様の疑問に
詳しくお答えすることで、より深く刀剣の素晴らしさを知っていただく機会といたします。

また5月14日（火）
いたします。居合術は海外ゲストにも人気が高く、今回は
「居合」と二人で対峙して行う「居合組太刀」をそれぞれご覧いただけます。国際色
豊かなロビーで開催されるこのパフォーマンスは毎回
いただき大変な賑わいを見せております。

また同時開催で、
より「刀」が描かれた浮世絵も展示販売いたします。

 太刀 銘 兼房 

復刻版画 写楽

京王プラザホテル

現代刀匠の解説現代刀匠の解説現代刀匠の解説現代刀匠の解説

「「「「魂を映す魂を映す魂を映す魂を映す

日本の刀文化、鎧兜日本の刀文化、鎧兜日本の刀文化、鎧兜日本の刀文化、鎧兜

4 月

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）
ロビー等にお
 匠の伝承」

迎える東京を代表するホテルとして力を入れている日本文化発信の一環として
末期から現代まで

鍔や刀装具などを展示するほか、
日には現代にその技を引き継ぐ

特別午餐会も開催いたします。

日本刀は刀工・研師・白銀師・鞘師・金工師・柄巻師
作られる総合芸術です。この度の展示では、

ご案内する日時
、職人としての奥深いこだわりについて解説するほか、ご来場のお客様の疑問に

お答えすることで、より深く刀剣の素晴らしさを知っていただく機会といたします。

日（火）5:00p.m.
居合術は海外ゲストにも人気が高く、今回は

「居合」と二人で対峙して行う「居合組太刀」をそれぞれご覧いただけます。国際色
豊かなロビーで開催されるこのパフォーマンスは毎回
いただき大変な賑わいを見せております。

また同時開催で、江戸時代に生まれ日本国内外でも人気の高い
より「刀」が描かれた浮世絵も展示販売いたします。

  金梨地塗太刀拵

写楽 

京王プラザホテル

現代刀匠の解説現代刀匠の解説現代刀匠の解説現代刀匠の解説

魂を映す魂を映す魂を映す魂を映す武装の武装の武装の武装の

日本の刀文化、鎧兜日本の刀文化、鎧兜日本の刀文化、鎧兜日本の刀文化、鎧兜の工芸美の工芸美の工芸美の工芸美

月 25 日（木）～

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）
ロビー等において日本の刀文化、鎧兜の工芸美を紹介する文化展示「魂を
匠の伝承」を入場無料で開催いたします。世界

迎える東京を代表するホテルとして力を入れている日本文化発信の一環として
から現代までの古刀を含む

を展示するほか、
日には現代にその技を引き継ぐ

特別午餐会も開催いたします。 

日本刀は刀工・研師・白銀師・鞘師・金工師・柄巻師
作られる総合芸術です。この度の展示では、

日時も設定いたしました。
、職人としての奥深いこだわりについて解説するほか、ご来場のお客様の疑問に

お答えすることで、より深く刀剣の素晴らしさを知っていただく機会といたします。

5:00p.m.からは無料で
居合術は海外ゲストにも人気が高く、今回は

「居合」と二人で対峙して行う「居合組太刀」をそれぞれご覧いただけます。国際色
豊かなロビーで開催されるこのパフォーマンスは毎回
いただき大変な賑わいを見せております。

江戸時代に生まれ日本国内外でも人気の高い
より「刀」が描かれた浮世絵も展示販売いたします。

  金梨地塗太刀拵 

紫裾濃大鎧

 

京王プラザホテル ニュースリリース

現代刀匠の解説現代刀匠の解説現代刀匠の解説現代刀匠の解説やロビーパフォーマンスやロビーパフォーマンスやロビーパフォーマンスやロビーパフォーマンス

武装の武装の武装の武装の美学美学美学美学

の工芸美の工芸美の工芸美の工芸美

）～6 月 27 日（

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）
日本の刀文化、鎧兜の工芸美を紹介する文化展示「魂を

を入場無料で開催いたします。世界
迎える東京を代表するホテルとして力を入れている日本文化発信の一環として

の古刀を含む貴重な刀
を展示するほか、5月14日にはロビーにて「居合

日には現代にその技を引き継ぐ刀匠

日本刀は刀工・研師・白銀師・鞘師・金工師・柄巻師
作られる総合芸術です。この度の展示では、これら

いたしました。時代ごとの様式や様々な改良変化を遂げて
、職人としての奥深いこだわりについて解説するほか、ご来場のお客様の疑問に

お答えすることで、より深く刀剣の素晴らしさを知っていただく機会といたします。

からは無料で観覧いただける
居合術は海外ゲストにも人気が高く、今回は

「居合」と二人で対峙して行う「居合組太刀」をそれぞれご覧いただけます。国際色
豊かなロビーで開催されるこのパフォーマンスは毎回
いただき大変な賑わいを見せております。 

江戸時代に生まれ日本国内外でも人気の高い
より「刀」が描かれた浮世絵も展示販売いたします。

鍔 

紫裾濃大鎧 寺田図書助勝廣

ニュースリリース

やロビーパフォーマンスやロビーパフォーマンスやロビーパフォーマンスやロビーパフォーマンス

美学美学美学美学    匠の匠の匠の匠の伝承伝承伝承伝承

の工芸美の工芸美の工芸美の工芸美を紹介を紹介を紹介を紹介

日（木）入場無料

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）は4月25
日本の刀文化、鎧兜の工芸美を紹介する文化展示「魂を

を入場無料で開催いたします。世界
迎える東京を代表するホテルとして力を入れている日本文化発信の一環として

貴重な刀身合計約
日にはロビーにて「居合

刀匠や刀剣ブームを生んだ漫画家を招いた

日本刀は刀工・研師・白銀師・鞘師・金工師・柄巻師・塗師など
これらの刀匠がそれぞれ交替で来場しご

時代ごとの様式や様々な改良変化を遂げて
、職人としての奥深いこだわりについて解説するほか、ご来場のお客様の疑問に

お答えすることで、より深く刀剣の素晴らしさを知っていただく機会といたします。

観覧いただけるロビーパフォーマンスを実施
居合術は海外ゲストにも人気が高く、今回は相手を想像しながら

「居合」と二人で対峙して行う「居合組太刀」をそれぞれご覧いただけます。国際色
豊かなロビーで開催されるこのパフォーマンスは毎回200名様を超えるお客様にお集まり

江戸時代に生まれ日本国内外でも人気の高い
より「刀」が描かれた浮世絵も展示販売いたします。 

 埋忠宗武 富貴寄

寺田図書助勝廣所蔵 
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ニュースリリース
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を紹介を紹介を紹介を紹介する文化展示する文化展示する文化展示する文化展示

入場無料 

25日（木）から
日本の刀文化、鎧兜の工芸美を紹介する文化展示「魂を

を入場無料で開催いたします。世界100ヵ国以上からお客様を
迎える東京を代表するホテルとして力を入れている日本文化発信の一環として
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や刀剣ブームを生んだ漫画家を招いた
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時代ごとの様式や様々な改良変化を遂げて
、職人としての奥深いこだわりについて解説するほか、ご来場のお客様の疑問に

お答えすることで、より深く刀剣の素晴らしさを知っていただく機会といたします。

ロビーパフォーマンスを実施
相手を想像しながら

「居合」と二人で対峙して行う「居合組太刀」をそれぞれご覧いただけます。国際色
名様を超えるお客様にお集まり

江戸時代に生まれ日本国内外でも人気の高い写楽や歌川國芳や国貞などに
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■文化展示文化展示文化展示文化展示「魂を映す武装の美学「魂を映す武装の美学「魂を映す武装の美学「魂を映す武装の美学    匠の伝承」匠の伝承」匠の伝承」匠の伝承」 入場無料 

 期間：4月25日（木）～6月27日（木） 場所：3階／アートロビー、2階／ブリアン前ほか 

協力：公益財団法人 日本刀文化振興協会（特別協力） 

寺田図書助勝廣（小江戸川越観光親善大使） 土井利一 

  後援：川越市 

  ○平安末期から平成まで850年の日本刀の歴史 

○細部に宿る日本の美意識 刀装具の魅力 

○職人技の宝庫 鎧・兜の様式美 

○かまたきみこ「KATANA」原画展示 

  ＜＜＜＜現代の日本刀に関る現代の日本刀に関る現代の日本刀に関る現代の日本刀に関る匠が日替わりで解説＞匠が日替わりで解説＞匠が日替わりで解説＞匠が日替わりで解説＞    

期間中、月～木曜日の展示会場に日本刀に関わる匠が交替で登場し 

ご来場のお客様のご質問にお答えします。 

   時間：11:00a.m.～1:00p.m. ／2:00 p.m.～4:00p.m. 

      来場予定の刀匠 

    刀工 （日本刀を作る職人）   

    研師 （日本刀の研磨をする職人）   

白銀師（日本刀の金具を作る職人） 

鞘師 （鞘を作る職人） 

金工師（鍔などの装飾金具を作る職人） 

柄巻師（柄に鮫皮・柄糸を巻く職人） 

塗師 （鞘に漆を塗る職人） 
    
■ロビーパフォーマンスロビーパフォーマンスロビーパフォーマンスロビーパフォーマンス    『居合術パフォーマンス』『居合術パフォーマンス』『居合術パフォーマンス』『居合術パフォーマンス』観覧無料 

  日時：5月14日（火）5:00p.m.～5:30p.m. 

  演者：矢作 訓一（柳心照智流 宗家･師範）／ 鳴海 洋（柳心照智流 師範代） 

  種目：居合、居合組太刀（尊形） 
 

■【同時開催】 あこがれのスターを描くあこがれのスターを描くあこがれのスターを描くあこがれのスターを描く    浮世絵版画展浮世絵版画展浮世絵版画展浮世絵版画展 入場無料 

  場所：2階／ブリアン前ほか 

  内容：「刀」が描かれた写楽や歌川國芳や国貞による浮世絵作品 約10点展示販売 
 

◎展示・ロビーパフォーマンスに関するお問合せ／（０３）５３２２-８０６１【ロビーギャラリー直通】 

 

■トーク＆ランチトーク＆ランチトーク＆ランチトーク＆ランチ「日本の刀文化の魅力と武将の美学を学ぶ午餐会」「日本の刀文化の魅力と武将の美学を学ぶ午餐会」「日本の刀文化の魅力と武将の美学を学ぶ午餐会」「日本の刀文化の魅力と武将の美学を学ぶ午餐会」    

        現代の刀匠で全日本刀匠会理事の河内一平氏と、漫画「KATANA」の作者で若年層に刀剣

ブームを起こしたかまたきみこ氏をお招きし「刀文化」の魅力と日本刀に見る武将の 

美学についてお話いただきます。講演後のお食事は和食＜かがり＞料理長 八木澤大輔

によるその日限りの特別メニューをご賞味いただきます。 

 日時：6月6日（木）受付11:30a.m.～／お話12:00noon～/お食事1:30p.m.～ 

 場所：宴会場／和食＜かがり＞ 

 料金：1名様8,000円（※税金・サービス料込） 

 出演：河内一平氏 刀匠 全日本刀匠会理事／かまたきみこ氏 漫画家（代表作：KATANA） 
 

■端午の節句メニュー■端午の節句メニュー■端午の節句メニュー■端午の節句メニュー        

 期間：5月1日（火）～31日（木） 場所：本館2階／懐石＜蒼樹庵＞ 

 ランチ『鎧(よろい)兜(かぶと)』全8品 12,000円※サービス料・税金込 

ディナー『菖蒲(しょうぶ)』全8品 20,000円※サービス料・税金込 

＊お子様には5,500円※サービス料･税金込の『お祝いお子様弁当』もご用意しております。 

＊店内には鎧兜の展示もいたします。 協力：株式会社吉徳 

◎午餐会・レストランに関するお問合せ・ご予約／（０３）３３４４-０１１１(代表)【レストラン予約】 

イメージ画像 

本件に関するお問合せ先 ： 

株式会社京王プラザホテル 営業戦略室 企画広報 斎藤 潤子 ・小田 力・ 熱田 有紀 
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