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【現代における⽇本の感性】を凝縮！ 
アート/⾳楽/⾷が築150年の古⺠家に⼀⻫集結 
「ネオニッポン市2022」全アーティスト決定 

 
2022 年 11 ⽉ 12 ⽇(⼟)に、築 150 年の古⺠家「ゲストハウス吾野宿」（埼⽟県飯能市吾野）にて、 

【現代の⽇本の感性】をテーマにアート、⾳楽、ライブ、パフォーマンス、ヒーリング、クラフト、⾷などを楽しめる
1 ⽇限りの貸切イベント「ネオニッポン市 2022」の全出展・出演アーティストが決定いたしました。  
昨年も同会場で開催した本イベントは、地域内外より多くの来場があり都市部と地域双⽅のクリエイティビティで
地域活性化を実現するイベントとして好評で、2 年連続開催となります。 今年は、地域活性イベント「吾野宿市」
との同時開催により、地域⼀帯で吾野宿を盛り上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ネオニッポン市 2021 ⽟様祭壇パフォーマンス  
 
●古い⼟蔵を活⽤した“蔵クラブ”での DJ ライブ 
古い蔵の防⾳効果と雰囲気を活かしつつ、VJ も⽤いた現代的な 
エンターテイメント空間での DJ パフォーマンスが復活。古い蔵が  
1 ⽇限りのライブハウス/クラブ仕様になります。⽇本の伝統的な   
⽊⾻、⼟壁で作らせた⼟蔵造りの空間で独特の響きが作りだされ、 
ミュージシャン・DJの⾳楽の相乗効果で唯⼀無⼆のサウンドが⽣み出
されます。昨年よりも広くなったフロアで、⽇本各地の⺠謡を披露する
２⼈組⺠謡 DJ の俚謡⼭脈をはじめとした「ネオニッポン」を体現する
アーティストが出演します。タイムテーブルは、公式サイトで発表いたします。 
 
●古きと新しき/リアルとバーチャルが交わるアート作品 
鉛筆と墨（ペン）の細密な線で作品を構築する画家、柴⽥⾼志
⽒、⽇本の伝統的な技法を⽤い死⽣観に基づく表現を主とする彫刻
家、森⽥太初⽒、⾒る⼈が⾃分の中を冒険できる作品をテーマに創
作活動を⾏うアベユウナ⽒をはじめとしたアーティストによる多彩な作品
を古⺠家の雰囲気の中でご覧いただけます。昨年好評を得た hacha
⽒の AR作品がライブ、出店で賑わう空間に再出現。その他、アーティ
ストによる藍染製品、服飾、アクセサリー販売などの出店もあります。 

ネオニッポン市 2021 蔵クラブの様⼦ 

ネオニッポン市 2021 アート展⽰の様⼦ 

ネオニッポン市 2022キービジュアル 



●築 150 年の古⺠家での野外ライブパフォーマンス 
明治時代に武家屋敷⻑屋⾨を移築した「ゲストハウス吾野宿」の中庭を
ステージにした野外ライブでは⼼地良い⾵や⾃然を感じながら、現在進
⾏形の⺠謡を奏でる⾳楽ユニット「KAMOSU」などのミュージシャンの演奏
を楽しめます。昨年のアフタームービーで特に好評を得た⽇暮れからの百⻤
夜⾏パフォーマンスは、今年もネオジャパニーズお祭り ART の「⽟様祭壇」
が担当。吾野宿に幽⽞華麗で独特な世界観の【祭り】が⽣まれます。 
 
●⾮⽇常空間での⾃然浴、⾳浴 -上質の「癒し」で整う 
⾳による癒しを届けるクリスタルボウル、モノリナを奏でる「あいモニ〜樂団」、神秘的な⾳⾊が美しいハンドパン奏
者の Takayuki Suzuki ⽒によるヒーリングサウンドライブが、⼭と川と森に囲まれた吾野宿に。紅葉と重なる
この時期、⾃然とアートで⼼も体も癒されることでしょう。 
 
●旬の⾷材や古来より⾷してきたスーパーフードをいただく 
季節の果物や野菜を使ったごはんや焼き菓⼦で体が喜ぶオイシイをお届け
する「帆ヲ晴レ」、武⼠達が⾷べていた栄養保存⾷の炒り⽞⽶を現代⾵
にアレンジした「⾜軽⽞⽶」、地域の“味”を掛け合わせた味噌汁を茶の湯
に⾒⽴てた“⾷べる芸術表現”をする「味噌湯 志なだ」などが出店。五感
だけでなく、お腹もしっかり満⾜させるラインナップです。 
 「オフィシャルバー」では⽇本酒やビール、プレミアムドリンクを展開します。 
 
■『ネオニッポン市 2022』概要■ 
⽇ 時 ｜2022 年 11⽉ 12 ⽇（⼟） 11:00〜20:00 
会 場 ｜ゲストハウス吾野宿（ 〒357-0213 埼⽟県飯能市坂⽯町分２１３ ） 
アクセス｜⻄武秩⽗線「吾野駅」より 徒歩１０分程度 
出 展 ｜柴⽥⾼志 (絵画/インスタレーション)、森⽥太初 (彫刻)、⽟様祭壇 (総合芸術表現/パフォーマンス)、

AVA (服飾 / 総合ディレクション)、1/16 (空間装飾/照明雑貨)、KAMOSU (⾳楽 LIVE)、俚謡
⼭脈 (⺠謡 DJ)、 帆ヲ晴レ (喫茶)、U's a.k.a USUIKAI (縁⽇すくい/運営) 他 

公式サイト｜https://www.ava-jp.com/neonippon 
S N S｜Facebook︓https://www.facebook.com/neonipponichi/  
        Instagram︓https://www.instagram.com/neonipponichi/ 
⼊場料｜⼀般︓2,000円  中・⾼⽣︓1,000円  ⼩学⽣以下︓無料 

前売券は、Peatix https://neonippon-agano2022.peatix.com/ にて発売中 
主催｜ネオニッポン実⾏委員会  共催｜吾野宿の再⽣と吾野を語る会  企画｜AVA（代表:遠⼭瑞紀） 
 
■ネオニッポン市について■ 
ネオニッポン市は、ファッションブランド「AVA」代表、遠⼭瑞紀が企画し、【現代における⽇本の感性】をテーマに現代的
な感覚での「和」を表現する作家を集い、現代に続く⽇本の感性をアート、クラフト、⾷、⾳楽、パフォーマンスなど 多種
多様な出展者が織りなす⽂化市です。2016 年に⼩江⼾川越の歴史建造物で初回開催し、今回で 4 回⽬の開催
になります。2 回⽬の吾野宿で開催となる本イベントは、豊かな⾃然、地域が育んできた歴史や営まれてきた暮ら
しの中で⽣まれるアートを中⼼としたイベントを通じ、地域の魅⼒を再発⾒し、地域の活性化を⽬指します。 
●昨年の開催の様⼦ 
レポート︓過去開催の様⼦ /ネオニッポン市 at 吾野宿 (2021) 
YouTube︓ネオニッポン市 -NEO NIPPON ART&MART- at AGANO- (2021) ムービー 
 
《報道関係者向け︓ネオニッポン市キービジュアル/画像素材》は下記より、ご⾃由にご活⽤ください。 
https://drive.google.com/drive/folders/12U7kEvecD98XRiPJ3ToFEucIVj6kOM_P?usp=sharing 

帆ヲ晴レのメニュー例 

ネオニッポン市 2021 中庭の様⼦ 



■ネオニッポン市 2022 チケット情報■ 
販売期間︓10 ⽉ 12 ⽇（⽔）〜11 ⽉ 12 ⽇（⼟） 
チケット料⾦︓ ⼀般︓2,000円  中・⾼⽣︓1,000円  ⼩学⽣以下︓無料 
チケット販売︓ Peatix （ https://neonippon-agano2022.peatix.com/ ） 
●オンラインチケット特典として、グループ割引もございます。 
・ ペア割 2名⼊場券︓3,800円 
・ グループ割 3名⼊場券︓5,520円 / 4名⼊場券︓7,200円 / 5名⼊場券︓8,500円 
●受付で当⽇券の販売を⾏う予定ですが、チケット枚数には限りがあります。前売券が売り切れた場合には、当⽇券

の販売は⾏いませんので、あらかじめご了承ください。 
当⽇券の状況は、公式サイトまたは公式 Facebook、公式 Instagram をご確認ください。 

 
■ネオニッポン市 2022 出展者■     詳細は、公式サイトをご確認ください。 
 
<芸術・美術> 
柴⽥⾼志 (絵画/インスタレーション) 
森⽥太初 (彫刻)   
⽟様祭壇 (総合芸術表現/パフォーマンス) 
1/16 (空間装飾/照明雑貨) 
アベユウナ (絵画/他) 
hacha (VJ/AR作品展⽰) 
VJ GENOME(VJ) 
Michae"LUMI"Co. (レーザー照明演出) 
 
<出店> 
AVA (服飾 / 総合ディレクション) 
Cometa Ring 塩浦⼀彗 (指輪) 
WONDER Glass Art (ガラスアクセサリー) 
AOIKOBITONOKUNI(藍染製品販売) 
nijizora (弁柄泥染製品販売) 
HIMALAI TRiP MARKET (タイダイ&⼿描き Tシャツ等)  
森の⺠ (⾃然素材ボタン/楽器)  
NEO キモノ屋 by ミシェル and ⽟様祭壇 (古着物/着付け等) 
おそまつ商店 (古布) 
 
<⾳楽> 
KAMOSU (⾳楽 LIVE) 
あいモニ〜樂団 (⾳楽 LIVE)  
Takayuki Suzuki (LIVE)  
俚謡⼭脈 (⺠謡 DJ)  
Karinga TRIBE SESSION (DJ+LIVE) 
Aki palladium (DJ) 
uenos aires (DJ)  
DO SHOCK BOOZE (Traditional Japan Live DJ set) 
 
<⾷> 
帆ヲ晴レ(喫茶) 
⾜軽⽞⽶(おつまみ炒り⽞⽶)  



味噌湯 志なだ(味噌湯)  
⼀福堂(中華料理) 
Nayapaya(創作料理/ハーブティー)  
blessing chocolate(ローチョコレート)  
 
<遊> 
U's a.k.a USUIKAI (縁⽇すくい/運営) 
 

 
■飯能市吾野地区について■ 
吾野地区は、江⼾時代、秩⽗道の「⾺継ぎの宿」吾野宿として発展し、 昭和の
初め頃まで秩⽗絹や⻄川材の取引、秩⽗三⼭や秩⽗三⼗四ヶ所観⾳霊場にお
参りする⼈たちで賑わいました。 江⼾時代後期に編まれた「新編武蔵⾵⼟記稿」
に記述がある「⺠家 29 軒が並ぶ⻑さ三町」約 330ｍのまち並みは、埼⽟県及び
飯能市が指定する『景観重要建造物』３件を有し、その⾵情を残す貴重な地域
です。現在は、古⺠家の景観を⽣かした取り組みや、毎⽉第 2 ⼟曜⽇に地元野
菜や特産品等を中⼼とした直売・展⽰販売が集まる「吾野宿市」を開催中。 吾野宿市の様⼦ 



■ご来場について■ 
●当⽇の⼊場受付は混雑が予想されます。前売券のご購⼊を済ませ、来場⽅法を選択してお越しください。 
チケット販売はコチラ︓https://neonippon-agano2022.peatix.com/ 
●当⽇は、受付にて当⽇券の販売を⾏う予定ですが、チケット枚数には限りがあります。前売券が売り切れた場合 

には、当⽇券の販売は⾏いません。あらかじめご了承ください。 
当⽇券の状況は、公式サイトまたは公式 Facebook、公式 Instagram をご確認ください。 
●会場は吾野駅から⼀本道の徒歩圏内(10 分程度)です。なるべく電⾞でのご来場をお願いいたします。 
●駐⾞場は臨時の駐⾞スペースに駐⾞して頂きますが、数に限りがございます。 
周囲環境に⼗分ご配慮の上、満⾞の際は駅前のコインパーキング(500円/１⽇/10台)も合わせてご利⽤     
ください。路上や指定臨時駐⾞場以外への迷惑駐⾞はお控えください。 
●新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の為のご⾃⾝での対策と周囲へのご配慮をお願いいたします。 

体調が優れない場合は来場をご遠慮くださいませ。 
●⼊場⼝での検温とアルコール消毒にご協⼒をお願いいたします。 
 
■その他■ 
●乳幼児のおむつ替えや授乳が出来るお部屋をご⽤意いたします。譲り合ってご利⽤ください。 
●飲⾷物のお持ち込みはご遠慮ください。 
●チケット購⼊後のキャンセルに伴う返⾦処理は、2022 年 11 ⽉ 7⽇(⽉)23:55迄受け付けいたします。 
●会場は⺠泊施設ですが、前⽇、当⽇は準備・撤収作業の為、関係者の宿泊に限らせて頂きます。 
恐れ⼊りますが宿泊は周辺の宿泊施設をご予約の上ご利⽤くださいませ。 
 

 
 
 

【本イベントに関する記事・報道のお問合せ】 
 

ネオニッポン実⾏委員会 広報 結城 
 Email︓neonipponichi@gmail.com 

 
 
 


