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今年の
Japan Expo

昨年2015年11月のパリ同時多発テロ以降、フランスのみならずヨーロッパ各
国では多くのフェスティバルやイベントが中止・延期され、また開催されたもの
についてもほぼ全ての催事が前年までを大きく下回る来場者数を記録してき
ました。Japan Expoについても特に日本からは出展や参加を見合わせる団体
も多く、また今年の開催はフランスが開催国となるサッカー・ユーロ杯とも会期
が重なったことから多くの関係社が来場者数の減少を予測していました。
しかし7月7日（木）、開催初日の朝を迎えると、会場のノール・ヴィルパント展示
会場界隈では、もはや夏の風物詩ともなったJapan Expoへの入場を待つ数
万人、数kmからなる日本ファンの行列が見え、平日であるにもかかわらずこの
日1日だけで7万人以上という驚異の来場者数を迎えるに至りました（開催初
日としては過去最高）。存分に「日本」を体験できる年に一度のフェスティバル。
この日を待ちわびた日本を愛するファンの情熱は、様々な懸念や不安を追い
やるほどに大きなものだったと言えるでしょう。
今年の開催では多くの警備スタッフにより入場者一人ひとりのチェックが入念
に行われるなど、主催者による防犯・安全対応もいつも以上に万全に行われ
ました。そして会場内各ブースやステージでは、いつものJapan Expo以上に熱
く、出展者、出演者と来場者の様々なコミュニケーションが展開されました。

逆風のなか、
熱い日本ファン！ 
記録的な来場者数。

2016年度の実績

来場者数

234,852人
出展数

712ブース
※うち日本からの出展109ブース



パビリオンWABI SABI	 700㎡

SAKURAステージ	 1,320㎡

WABI SABIサテライト	 18㎡
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今年の
Japan Expo

Japan Expo公式コンテンツ区画として2011年より設置
され今年で6年目となる伝統文化と地域情報のパビリオ
ン。設置初年度より（社）ジャパンプロモーションにてプロ
デュースを行っています（※前身時代含む）。

「ホンモノ」をコンセプトに毎年異なるテーマで展開し、今
では多くの固定ファンに支持されているパビリオンです。

旧称「文化ステージ」。
伝統芸能、和楽、地域情報など「和」をテーマにした
ショーのためのJapan Expo公式ステージ。主催者管轄
により運営され、（社）ジャパンプロモーションでは2011
年よりコンテンツをプロデュースしてまいりましたが、2016
年度より完全に弊社管轄となり、現在は全てのプログラム
を管理・運営しています。

パビリオンWABI SABIの会計コーナー。
WABI SABIで紹介する全ての商品の会計を行うほか、
来場者アンケートや景品引き換え、ステージ出演アー
ティストのグッズ販売を行うブースです。2011年より毎年
設置されています。

JAPAN 
PROMOTION
運営エリア
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今年の
WABI SABI

リピーター率50％（来場者の2人に1人は過去WABI SABIに来場経験あ
り）を誇るWABI SABIは昨年の70,000人を8％上回る75,600人の来場者を
迎え、6年連続で来場数記録を更新しました。テロなどの社会情勢の影響
を受け、昨年度よりも出展件数は減少したものの、ハイレベルな出展内容や
ステージコンテンツの大幅な拡充、多くの地方自治体やゆるキャラの登場、
そして何よりもWABI SABIを愛する多くのファンに支えられ、逆境を乗り越
えるかたちとなりました。
この日だけ会えるホンモノのアーティストや職人たち。この日だけ手に入れら
れるホンモノの「和」のアイテム。この日だけ感じられるホンモノの日本の風
土や歴史。
開催4日間、毎日パビリオンに来場する熱心なファンも少なくなく、連日たく
さんの来場者を出展者や出演者が温かく迎えました。今年で6年目となる
WABI SABIは、いまや日本の伝統や地域を愛する日本ファンにとって、ま
たとない「モノ」、「コト」、「時間」を提供するブランドとなっています。

WABI SABIファン率上昇中！ 
今年も記録更新
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今年の
WABI SABI
テーマと演出

今年の開催は七夕である7月の7日から4日間。「願い」をテーマに、
日本の七夕文化を紹介する大型パネルと、16鉢の笹、6,000枚の
短冊をパビリオン内に設置しました。
正門は星空をイメージした造形水引と七夕に因んだ和歌を刻ん
だ彫金、壁面は友禅絵師による霧絵と書家による文字、全ての出
入り口には紐のれんを使用し全体を黒と金色を基調とし、笹の若
緑色でアクセントを加える装飾演出を行いました。夏の夜空と儚く
ノスタルジックな七夕のイメージの空間の中で、来場者はそれぞれ
の願いや思いを短冊に綴りました。

テーマは「願い」
短冊に託す日仏の友情
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今年の
WABI SABI
出展ブース

2016年度のNo.1人気アイテムは、バラエティ豊かに取り揃えられた「扇子」でした。次いで
「ヘアアクセサリー」「ブレスレット」「ネックレス」「財布」「ポーチ」などの売れ行きが好調でし
た。伝統工芸品ファンに熱く支持を受けたのは、有田・九谷焼などの「陶磁器」、輪島・会津
塗などの「漆器」で、湯呑みやマグカップ、猪口、皿類等のテーブルウェア。中～高価格帯の
染織、鎌倉彫や七宝焼なども本物志向の来場者を魅了しました。インテリア分野では「こけ
し」「だるま」などがトップアイテムとなっています。ここ1～2年で注目を集めるのが「水引」「縮
緬」を使ったグッズです。作法や文化的背景の伴う商品として認知度が高まっています。

工芸品＆和雑貨［ファッション・テーブルウェア・インテリア］
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今年の
WABI SABI
出展ブース

WABI SABIの大人気コンテンツであるワークショップは今年も大盛況
でした。一番人気の書道では8ブースにて異なるワークショップが行わ
れたほか、今年最も来場者を集めたのは本格的な顔料を使った墨彩
画のワークショップでした。今年は和楽器や折り紙のワークショップも
行われ、ファミリー層の行列が絶えることがありませんでした。

美術＆ワークショップ
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今年の
WABI SABI

地域プロモーション

WABI SABIでは今年の4月に震災に見舞われた熊本へのチャリティ・プロジェクトをはじめ、近年のインバウン
ド、地方活性化需要を受け本年よりパビリオンを大幅リニューアルし、主に地方自治体の海外情報発信をプロ
デュースするかたちでの地域プロモーション事業を本格的に始動しました。本年度は8の地方自治体、5組の地
域キャラクター（ゆるキャラ）のフランス進出／欧州展開をプロデュースしました。また全13組の地域キャラクター
の等身大パネルを展示し、特産品や観光名所などとと共に紹介しました。

熊本とWABI SABIの交流のはじまりは2013年に遡ります。くまモン初のフランス進出をWABI SABIに託してく
ださったのが熊本県くまもとブランド推進課様でした。それ以降毎年欠かさずにWABI SABIに参加、出演を果
たしてくれたくまモンとの友情のため、WABI SABIはパビリオン内に熊本を応援するチャリティ・スペースを設けま
した。くまモンをデザインした特製短冊を設置したところ、2,000枚も用意した短冊全てに来場者の温かい応援
メッセージが寄せられ、笹が埋め尽くされました。
同時に熊本より提供を受けたくまモン缶バッジやポストカード、ステッカー、冊子などを配布し、震災から立ち
直った元気な熊本を、くまモンと共にPRしました。全ての短冊はその後日本へ持ち帰られ、熊本へと送り届けら
れました。短冊にメッセージを綴る真剣な表情の来場者たちはとても印象的で、Japan ExpoやWABI SABIを
通じて結ばれる日仏の友好を感じさせる、感慨深い光景でした。

大反響！
ご当地“ゆるキャラ”が地域を全力アピール

熊本応援プロジェクトTEAM KUMAMON
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今年の
WABI SABI
地域プロモーション 地方自治体［伝統・産業・インバウンド］

富山県滑川市

岐阜県高山市 群馬県桐生市 京都府 東京都国分寺市（非公認）

高知県須崎市富山県小矢部市 長野県上田市
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今年の
WABI SABI
パフォーマンス

ARTステージとは、WABI SABIパビリオン中央に設置された美術、伝統芸
能、和楽パフォーマンス用のステージです。2012年より毎年設置され、様々
な形態を経て現在の規模、設備へと至っています。
当初はその名の通り、書道パフォーマンスやライブペインティングなどのアー
ト表現用に設置されたステージでしたが、その後茶道や和太鼓などのパ
フォーマンスにも使用され、現在では多種多様な演目が展開されています。
客席は無くスタンディング専用、観客との距離が近いことから一体感が強く、
また来場者を巻き込んだ双方向型パフォーマンスにも向いており、本来であ
れば客席方の大型ステージで行うべき演目を持つ出演者からも好まれ、あら
ゆるショーが行われるようになりました。本年度は書道、歌舞伎、和楽、神楽
から地域キャラクター（ゆるキャラ）まで25組のアーティストグループが出演し、
4日間で34公演のショーが行われました。

ARTステージ
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春木里桜 ［書道パフォーマンス］

MIHO ［書道＋殺陣＋琴＋ビートボックス］ 倉持伊吹 ［ライブペインティング］

福詩家たろう ［書道パフォーマンス］ 心書 ［書道パフォーマンス］

今年の
WABI SABI
パフォーマンス

書道・ライブペインティング
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絵のない絵本 ［神楽＋朗読］ べんてんや ［ちんどんや］

・エコツミ・ ［神話ポップス］ WACCHA ［殺陣＋ビートボックス］

NEO BALLAD ［民謡ポップス］

ふうかまりを ［長唄 三味線］

水雲 ［演歌］

今年の
WABI SABI
パフォーマンス

音楽
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XIE ［詩吟＋フュージョン］

ソーランドラゴン＆ツインズドラゴン ［和太鼓］

はやぶさ＆岩佐美咲 ［演歌］

吉原狐社中 ［吉原狐舞］

高橋雅芳 ［琴］

キリガミスト千秋 ［切り紙］

美欧 ［和ポップス］

亀鶴屋 若月仙之助 ［歌舞伎］

今年の
WABI SABI
パフォーマンス

音楽＆伝統芸能
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メルギューくんとメルモモちゃん ［富山県小矢部市］ しんじょう君 ［高知県須崎市］

くまモン ［熊本県］ キラリン ［富山県滑川市］

にしこくん ［国分寺市（非公認）］
今年の
WABI SABI
パフォーマンス

地域キャラクターショー
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今年の
WABI SABI
データ

販売ランキング

	 順位	 品目	 カテゴリー	 割合％
 1 CD CD・DVD 13.53%
 2 額作品 美術品 8.35%
 3 軸作品 美術品 7.14%
 4 扇子 服飾 6.66%
 5 Tシャツ 服飾 5.92%
 6 お面 美術品 5.66%
 7 ぬいぐるみ 玩具 4.38%
 8 写真集 書籍 3.56%
 9 ブレスレット 服飾 3.24%
 10 ポストカード 文房具 3.21%
 11 浴衣 服飾 2.18%
 12 こけし インテリア 2.03%
 13 箸置き テーブルウェア 1.93%
 14 はっぴ 服飾 1.93%
 15 ちりめん細工 インテリア 1.91%
 16 ジオラマ 玩具 1.85%
 17 ストラップ 服飾 1.80%
 18 DVD CD・DVD 1.73%
 19 図録 書籍 1.72%
 20 だるま インテリア 1.64%
 21 飾り扇 インテリア 1.53%
 22 マグカップ テーブルウェア 1.18%
 23 和雑貨 玩具 1.17%
 24 色紙 美術品 1.14%
 25 バッチ 服飾 1.12%
 26 バングル 服飾 1.07%
 27 ピアス 服飾 0.89%
 28 メトロノーム 楽器 0.76%
 29 マッサージジェル 美容雑貨 0.75%
 30 皿 テーブルウェア 0.73%
 31 ネイルチップ 美容雑貨 0.71%
 32 うちわ 服飾 0.71%
 33 ラリエット 服飾 0.69%
 34 葉書 文房具 0.64%
 35 風呂敷 服飾 0.61%
 36 猪口 テーブルウェア 0.60%
 37 タペストリー インテリア 0.56%
 38 楊枝入れ テーブルウェア 0.53%
 39 カードケース 服飾 0.50%
 40 ポーチ 服飾 0.43%
 41 作品集 書籍 0.43%
 42 手ぬぐい 服飾 0.39%
 43 化粧筆 美容雑貨 0.32%
 44 提灯 インテリア 0.31%
 45 マグネット 玩具 0.27%
 46 バッジ 服飾 0.26%
 47 醤油差し テーブルウェア 0.24%
 48 タオル 服飾 0.23%
 49 鏡 服飾 0.21%
 50 iPhoneケース 服飾 0.18%
 51 ノート 文房具 0.18%
 52 食品 食品 0.11%
 53 タトゥーシール 美容雑貨 0.08%
 54 畳 インテリア 0.07%
 55 ファイル 文房具 0.03%
 56 ポスター インテリア 0.01%
 57 ステッカー 文房具 0.01%

	 価格帯別	 割合％

 1～9€ 13.79%

 10～19€ 22.26%

 20～29€ 17.68%

 30～39€ 14.69%

 40～49€ 4.33%

 50～59€ 1.85%

 60～69€ 0.32%

 70～79€ 3.62%

 80～89€ 0.43%

 90～99€ 3.24%

 100～149€ 1.28%

 150～199€ 0.76%

 200～249€ 3.20%

 300€～ 1.53%

 400€～ 11.03%

	 順位	 カテゴリー	 割合％

 1 服飾 29.01%

 2 美術品 22.29%

 3 CD・DVD 15.26%

 4 インテリア 8.05%

 5 玩具 7.68%

 6 書籍 5.71%

 7 テーブルウェア 5.22%

 8 文房具 4.06%

 9 美容雑貨 1.86%

 10 楽器 0.76%

 11 食品 0.11%

	 順位	 カテゴリー	 割合％

 1 服飾 29.51%

 2 文房具 21.61%

 3 CD・DVD 14.50%

 4 玩具 12.47%

 5 美術品 6.96%

 6 テーブルウェア 5.87%

 7 インテリア 5.29%

 8 書籍 2.61%

 9 美容雑貨 0.87%

 10 食品 0.22%

 11 楽器 0.07%

カテゴリーでは服飾が1位、アイテムでは扇子や浴衣の他、伝統工芸品や和のエッセンスを活かしたアクセサ
リー類が毎年人気を博しています。
今年は美術品の健闘が目立ちました。Japan Expoで人気のお面などの他、中～高価格帯の額装、軸装した
絵画や書作品を購入する来場者が増え、WABI SABIファン層の成熟化が見られます。また今年はステージ
出演者数の増加や毎年出演のグループも多かったことからのCDやDVDも好評で、各出演者のファンが着実
に付いてきていることが伺えます。インテリアでは毎年人気のこけしやだるまの他、伝統工芸の技術を用いた
中価格帯の室内装飾品が活発に動いていました。同じくテーブルウェアでも、伝統工芸技術の本領を発揮す
るようなカップや器類のほか、デザインの優れた箸置きや用事入れなどの小物が好評でした。文房具カテゴ
リーではポストカード類が毎年大人気の他、ノートやファイルなど、「和紙グッズ」は常に好まれています。

カテゴリー別 販売点数ランキング 価格帯別 販売金額ランキング カテゴリー別 販売金額ランキング アイテム品目別 販売金額ランキング

34%
男性

50%
地方

12%

40歳以上

33%
20歳未満

4%
フランス国外

42%
20代

13%
30代

66%
女性 46%

パリ 247€
平均

40,000€
最高

WABI SABI来場者データ
［男女比］

★女性に人気のWABI SABI★
Japan Expo平均では
女性は45％!

★大人が集まるWABI SABI★
Japan Expo平均では
35歳以上は4％!

★フランス全土を中心に諸国から来場★
近隣ヨーロッパ諸国のほか、

アメリカ、ロシアからの来場者も！

★高額購買層が注目するWABI SABI★
Japan Expo平均では129€!

［年代比］ ［居住地］ ［予算］
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今年の
WABI SABI

デザイン

主な制作物

ポスター（国内用） 公式パンフレット ADカード（国内用） WABI SABI 短冊 熊本チャリティ パネル＆短冊

メインビジュアル＆テーマパネル インバウンドパネル地域プロモーションパネル

七夕まつりになぞらえ、夜空に天の
川が光輝くイメージでデザインを
統一しました。また、本年はインバ
ウンド事業の一環として、「WABI 
SABI プレミアムツアー」のPRを
展開。日本でさまざまな伝統文化
を本格体験できる、WABI SABI
ならではの訪日旅行企画を紹介し
ました。
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今年の
WABI SABI
ご意見

ご出展者様の声［抜粋］

インバウンド誘致に
最高の場

富山県滑川市 様
市イメージアップキャラクター キ
ラリン」と一緒に“ほたるいかの
街・滑川市”の魅力をPRしてい
ます。ジャパンエキスポ開催前
から、日本国内のテレビや新聞
でも多数取り上げていただきま
した。ここパリでもキラリンは大
人気で、連日ブースが人であふ
れかえっています。フランス語で
作ったパンフレットやグッズが、
飛ぶように来場者の手に渡って
いき、「光るイカがいるなんて驚
き！」「ぜひ滑川に足を運んでみた
い」などと大変ご好評をいただい
ています。今後も継続して滑川市
の注目度を年々高めていき、海
外からのお客様をたくさんお迎え
したいですね。

浮世絵の職人魂で、
世界に
衝撃的感動を

浮世絵プロジェクト 様
江戸時代から受け継がれた、貴
重な伝統技術の保存を目指し
て、現代のスターをモデルにし
た浮世絵制作を行っています。
賛同してくれたのは、あの世界
的ロックスター「KISS」。96回も
の摺りを重ねた、新しい浮世絵
が誕生しました。会場では驚き
と感動の声が寄せられ、今まで
にない反応を得ています。今回
フランスは初上陸。次のヨーロッ
パ進出に向けた、価値ある一歩
にしたいと思います。

初日で
完売したものも！

合同会社樂 様
初めてブースを出展させてい
ただきましたが、完売する作
品が続出でした！ こんなに
反響が出るとは想像していな
かったのでとっても驚きまし
た。自分のホームページで紹
介したいと言ってくださる方も
いたりと、単に販売するだけ
でなく、多くの素敵な出会い
がありました。また来年も出
展したいです！

海外の視点から
再発見する地域の魅力

富山県小矢部市 様
小矢部市の地域キャラクター『メルギュー
くんとメルモモちゃん』のジャパンエキス
ポ出展が決定してから、数多くのメディ
アに掲載していただき、市の大きな期待
のなかパリにやってきました。目玉となる
キャラクターステージは、予想以上の大歓
声。そしてショーを見たファンがブースを
訪れ、展示物などを通して地域の魅力に
しっかり触れていただいています。ブース
では、木曾義仲をテーマとしたNHK大河
ドラマの誘致プロジェクトの一環として、
市の歴史や名所を紹介するなか、日本文
化への関心度の高さを実感しました。こ
こで得た新しい視点から、インバウンド
観光の促進にも、改めて力を入れて取り
組んでいければと考えています。

日本製品の質の高さ。
必ずお客様に
伝わります

お城ジオラマ復元堂 様
（長野県上田市	様と共同出展）

当社は、長野県上田市の名跡「上
田城」の復元ジオラマを、日本伝
統の金型技術によって制作して
います。そのご縁から、今話題の
NHK大河ドラマ『真田丸』で盛り
上がっている上田市様と共同で出
展させていただいています。実感す
るのは、良いものは国境を越えて
価値が伝わるんだ、という手応え。
ジオラマの精巧なつくりを見たとき
の、来場者の驚いた笑顔が嬉しい
ですね。自分たちが魂を込めた製
品と、日本の技の粋を改めて誇りに
感じています。

伝統文化市場の
伸びに期待

メゾン・ワ 様
日本の伝統工芸品に気軽に
親しんでいただくことをコン
セプトとしたショップを、パリ
で経営しています。扇子や
がま口財布といった小物類
など、ファッションに敏感な
方が購入されますね。また、
ディスプレイ用の刀は注目度
抜群です。鞘や束もつくりが
凝っていますし、どよめきの
声が上がるほど。やはりホン
モノの仕事には、誰しも目を
惹かれます。日本の伝統技
術へのニーズは、世界でまだ
まだ伸びると思います。

海外の書道ニーズを
実感

JFK 様
（日本Fudemoji教室）

書道ワークショップ、とても喜んで
いただいています。みんな初めて
の経験に、目をキラキラさせて。
買ってくれた作品も本当に大切そ
うに抱えていくんですよ、嬉しい
ですよね。日本では筆離れが進
んでいると言われますが、これか
らの書の可能性を再認識しまし
た。それに、チャンスは世界中に
あるなと。活動の場の広がりを確
信しました。

ハローキティを
日本文化発信の
担い手に

株式会社サンリオ 様
「伝統」と聞くと、敷居の高い
イメージもありますが、日本が
世界に誇る技や美意識を日常
に取り入れていただきたくて、
ハローキティの伝統工芸品を
提案しています。キティのファ
ンの方をはじめ、みなさん作品
を手に取ってくださり、技法や
使い方に関する質問もとても
熱心です。フランスの方の嗜好
や興味の方向性にふれ、確か
な手応えがありました。キティ
が日本の伝統文化に触れても
らうきっかけを作る存在にな
れればと思っています。

和のファッションは
世界でもっと
面白くなる

後冨服装作製所 様
（Street	Japanesque）

モダンなデザインの布地を自由
に取り入れ、新しいテイストのゆ
かたを提案しています。こちらは
男性用ですが、柄がかわいらし
いので女性にも人気です。お洒
落なパリっ子には、洋服にその
まま羽織るなど、一味違う着こな
しにもチャレンジしてほしいです
ね。ゆかたのグローバルな可能
性を、どんどん引き出していきた
いと思います。

協会を代表して、
初の世界進出です！

筆文字 artist team 
心書 様
日本心書協会で一緒に活動す
る仲間4人での参戦です。あり
のままに自己表現できる筆文字
の楽しさを世界に広めたくて、
出展を決めました。心書は、墨
と筆を基本として、あとは本当
に自由。みんな心を開いてくれ
て、それぞれの想いで楽しんで
文字を書いてもらうワークショッ
プをしています！すっかり仲良く
なって、連日通ってくれるグルー
プも。心書の輪を、さらに大きく
育てていきたいですね。

若者からシニアまで、
幅広い来場者層

株式会社トーキョー・ダブ・
エージェント 様
彫刻家・淺野健一さんの伝統彫
刻を展示しています。お子様連れ
のファミリーから、学生、年配層ま
で、たくさんの人に楽しんでいただ
いています。すごい熱気で、まず客
足が絶えることがありません。数
え切れないほどの来場者が、迫力
満点の作品を前にスマホで写真を
撮ったり、SNSにアップしたりと、高
いPR効果を感じています。日本の
アートにじかに触れていただける、
またとない機会ですね。

伝統工芸と
最新テクノロジーの
コラボ製品をプレゼン

ミューゼ・ド・シンエ × 
CASIO 2.5D 様
カシオと共同開発したコラボ製品
を紹介しています。「2.5Dプリントテ
クノロジー」という凹凸を表現でき
る印刷技術をプロダクトデザインに
応用し、新触感を楽しめる伝統工
芸品をプロデュースしました。来場
者は、日本文化への興味あふれる
方ばかりで、しかも年齢や職業もさ
まざまな層が訪れます。今回のよう
な新しい試みのプレゼンテーショ
ンにはぴったり。多岐にわたるマー
ケティング結果を得られます。

笑顔に囲まれて、
作家人生を
謳歌しています

木崎藍湖 様
（書家・日本画家）

芸術の都というだけあって、
アートへの関心の持ち方や
反応が、みんな生き生きして
います。書と日本画、両方と
も私の作品だと知ると、表現
の幅広さに心底驚かれて、い
かに自分が感激しているか、
ストレートに気持ちをぶつけ
てくださるんですね。通常の
展覧会とは異なり、身構えな
い自然なふれあいのなかで
感動体験を共有できるのも
楽しいですね。まだまだ精進
します。100歳までがんばり
ますよ（笑）。

地域キャラクターが
文化振興の架け橋に

高知県須崎市 様
今まで参加したイベントのなかで、一
番の反響かもしれません。須崎市の
地域キャラクター『しんじょう君』が
たくさんのファンに囲まれて、とにか
くすごい声援なんです。「Kawaii（カ
ワイイ）！」という言葉が、フランスで
すっかり定着しているのですね。行く
先々で写真撮影や取材対応と、もう
大忙しです。国内でもパリ進出がたく
さんのメディアで報じられて、本当に
良いPRになります。チャンスさえいた
だければ、来年もしんじょう君を連れ
て、またフランスの皆様に会いに来
たいと思います。もっと須崎市を好き
になってもらえるように、自慢の特産
品や楽しい観光スポットの紹介など、
いろいろと用意して臨むつもりです。
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SAKURAステージとは、Japan Expo公式、また唯一の展示会場内に設置された大型ステージです。
その立地から圧倒的な動員力を誇り、多くのアーティスト、パフォーマーが出演を望むステージでもあります。旧称は「文化ステージ」といい、和太鼓
や日本舞踊など正統派の伝統文化の演目が行われていました。
JAPAN PROMOTIONでは2011年より一部のステージプログラムをブッキング＆プロデュースしてきましたが、年々その数が増え2014年には大半
の演目を管理・運営することとなりました。そして2016年からはステージ全演目の審査及び運営・進行を完全に管轄下とし、厳選されたハイレベル
なショーを行っています。現在では歌舞伎、殺陣、書道などの伝統演目の他、「和」をモチーフとしたロック、ポップス、現代アートやゆるキャラのパ
フォーマンスまで、多種多様なプログラムを展開しています。本年は25の出演グループにより4日間で全50公演のショーを行いました。

SAKURAステージ今年の
SAKURAステージ
パフォーマンス
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今年の
SAKURAステージ
パフォーマンス

KIRIE ［現代アート］ 春木里桜 ［書］MIHO ［書］ 刀屋壱 ［殺陣］ 高橋雅芳 ［琴］

創作舞踊集団 寶舟 ［阿波踊り］ 吉原狐社中 ［吉原狐舞］東映剣会 ［殺陣］ 亀鶴屋 若月仙之助 ［歌舞伎］ はやぶさ＆岩佐美咲 ［演歌］
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今年の
SAKURAステージ
パフォーマンス

ひろしまから平和の調べを ［神楽＆観音舞］ XIE ［詩吟］ 水雲 ［演歌］・エコツミ・ ［神話ポップス］ NEO BALLAD ［民謡ポップス］

べんてんや ［ちんどん屋］ 京舞妓 ［舞妓］つながり太鼓センター ［和太鼓］ ふうかまりを ［長唄＆三味線］YOSAKOI ［よさこい］ 美欧 ［和ポップス］



今年の
SAKURAステージ
地域キャラクター
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にしこくん ［国分寺市（非公認）］ キラリン ［富山県滑川市］メルギューくん＆メルモモちゃん ［富山県小矢部市］くまモン ［熊本県］ しんじょう君 ［高知県須崎市］



今 年 も皆 様 のご 協 力 、ありが とうご ざ いまし た 。

日本らしい特色が際立っていて、とても素敵です。

WABI SABIで書道の面白さを知りました。もっと深く学びたいと思います。

ここは、まさに宝の山！ パビリオンの装飾もダントツでクールだよ。

今年もワークショップに買い物に、しっかり堪能しました。
来年も楽しみにしています。

日本文化の奥深さに、興味がつきません。発見の喜びが次々に沸いてきます！

予想以上のクオリティ。日本文化のレベルの高さを肌で感じました。

WABI SABIのためにジャパンエキスポに来ているよ！
最高のパビリオンだと確信している。

各ブースにあるパネルによって、
作品の制作方法や歴史などがわかりやすく理解できます。

アーティストの先生の説明も興味深く、学べる満足感も充分です。

良いものだけが集まっているから、
日本各地を実際に旅したに等しい満足感があるよ。

素晴らしい日本のアート。
多岐にわたるジャンルの、こんなに価値ある品々が一箇所に揃うなんて、
世界中のどこにもありません。

毎年面白くなるよね！
いつも新しい作品とアーティストに出会わせてくれるWABI SABIは最高。
ありがとう！

ブラボー！ 来年もパリに来てください！！

文句なし、完璧です！

アーティストや職人さんの優しさに感動。
親切で明るくて、とても丁寧に教えてくれるの。

おもてなしの心がいっぱいのパビリオン。さらに日本が好きになりました。

日本ともっと仲良くしたい。伝統と文化の深さを実感しました。

コンテンツが充実していて、飽きることがありません。
1日では見切れないので、連日通っています。

人がたくさんいても歩きやすい、よく考えられた構造になっていると感じました。
見たことがないような面白い商品ばかりで、
価格もリーズナブルなのが何より嬉しいですね。

さすが日本ですね。みんながおもてなしの心を持っていることに感心してしまいます。
幸せな気持ちになれるパビリオンです。

今日は熊本地震復興へのメッセージを書くためにWABI SABIにやってきました。
くまモンは、フランス人の僕らにとっても、親愛なるアイドルです。
被害の状況など学べて勉強になりました。
これからも熊本県のみなさんを応援しています。

来場者の声


