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報道関係各位                                                2023.03.02 

 

     株式会社ネイキッド（英語表記：NAKED, INC. 、 所在地：東京都渋谷区、代表：村松亮太郎）は、2023 年

3 月 31 日(金)～4 月 23 日(日)の期間、環境省所管の国民公園・新宿御苑（東京都新宿区）にて、夜桜イベント

『NAKED 桜の新宿御苑 2023』を開催いたします。一部の演出には、トヨタ自動車株式会社が開発した水素を

使って走る燃料電池自動車「MIRAI」※１や、「Moving e」（燃料電池バスと大小バッテリーをセットにした移

動式発電・給電システム）による給電を期間限定で活用し、発電機を使用せずに実施する環境に配慮した夜桜

イベントとなります。 

※1：自動車用燃料の多様化への対応と、走行時に CO2 や環境負荷物質を排出しない優れた環境性能、さらには、現状のガソリンエンジン

車と同等の利便性を兼ね備えたサステナブルなモビリティ社会の実現に貢献するエコカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新宿御苑の約 70 種約 900 本の桜たちをネイキッドが彩る東京お花見 

都内屈指の桜の名所である新宿御苑とネイキッドの初コラボレーションイ

ベントが決定しました。約 70 種約 900 本もの新宿御苑に咲く桜は満開シー

ズンも様々。そこで開催期間中、満開になる桜の品種に合わせて、演出箇

所が移動し、いつ来ても満開の桜を楽しめる工夫を行います。中でも目玉

は、アーティスト 村松亮太郎の平和の花を咲かせていくアートプロジェク

ト『DANDELION PROJECT』の新作。今回は、新宿御苑の桜とコラボレー

ションし、本物の桜とデジタルアートの桜が融合した新作『SAKURA 

DANDELION』となって初登場します。同時期に『DANDELION PROJECT』

の参加箇所となっている京都・二条城と繋がり、お互いにネットワークを

通じて、平和の花をプロジェクションマッピングで咲かせ合うことができ

ます。4 月上旬～中旬目途よりライトアップされる希少な桜の品種「福禄寿

（フクロクジュ）」へのプロジェクションマッピングも圧巻の迫力です。（時期は桜の開花状況によって変動する場合がご

新宿御苑とネイキッドが初コラボ！東京お花見を楽しめる夜桜イベント開催決定 

―『NAKED 桜の新宿御苑 2023』、3 月 31 日(金)～4 月 23 日(日)まで開催― 
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ざいます。） 

 

■一部のライトアップやプロジェクションマッピングの電力をエコカーで。発電機を使用しないサステナブルなお花見に 

 

環境省が維持管理をする国民公園・新宿御苑の自然や環境に、最大限配

慮したお花見を目指します。具体的には、化石燃料を使用する発電機は

使用せず、環境負荷を低減できる燃料電池自動車「MIRAI」※１や

「Moving e」（燃料電池バスと大小バッテリーをセットにした移動式発

電・給電システム）などを活用。酸素と水素の化学反応により、大きな

電力を生み出すことができる水素自動車を演出の電源として活用しま

す。 

 

 

 

■桜の花びらの形をした「サクラレジャーシート」付きのお得なセットチケットを販売 

 

園内を巡るだけでなく、芝生の上でゆっくり座って過ごしたい方向けに、

桜の花びらの形をしたオリジナルレジャーシート「サクラレジャーシー

ト」（税込 700 円）を販売します。前売券では、サクラレジャーシート

付きのお得なセットチケットも数量限定で販売。現地で購入するよりも、

お得にご購入いただけます（現地購入価格よりも 100 円割引）。都会の

オアシスである新宿御苑でゆったり過ごせるプランとなっています。 

 

 

 

 

 

■人気レストラン TREE by NAKED 監修のサステナブルなヴィーガンお花見メニューを販売 

人気のレストラン「TREE by NAKED」のキッチンカーが出店。お花見を彩るサステナブルなヴィーガンメニューを販売し

ます。お酒類の持込みがもともと禁止されている新宿御苑ならではのお花見のお供にふさわしい桜のノンアルコールカクテ

ルや、まるでチキンのような弾力ある食感と美味しさを楽しめるヴィーガンナゲット、具沢山のヴィーガンチャウダースー

プ、桜餅のような味わいの桜ヴィーガンスコーンなど、充実のメニューです。提供する際の容器やストローなどは、すべて

バイオプラスチックや木、紙といった環境に配慮した素材を使用しています。 
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「NAKED 桜の新宿御苑 2023」開催概要 

イベント名 ： NAKED 桜の新宿御苑 2023 

会場 ： 

新宿御苑（〒160-0014 東京都新宿区内藤町 11） 

※入退門は新宿門のみ 

※ライトアップ実施区域（新宿門～風景式庭園一部エリア）以外に立ち入ることは

できません。 

開催期間 ： 
2023 年 3 月 31 日(金)～4 月 23 日(日) 

※会期中無休（雨天決行、荒天時は中止の可能性あり） 

開催時間  
19:00～21:00（閉門 22:00） 

※18:00 閉園後に新宿門を再開門 

チケット料金（税込） ：        【前売券】 

＜通常チケット＞ 

月～木 ：一般 1,600 円、学生（高校生以上）・65 歳以上 1,400 円、 

     小人（中学生以下）1,000 円 

金土日祝：一般 1,800 円、学生（高校生以上）・65 歳以上 1,600 円、 

     小人（中学生以下）1,200 円 

＜サクラレジャーシート付きセットチケット＞      

通常チケット＋600 円 

※サクラレジャーシートは現地販売価格より 100 円割引 

※セットチケットは前売券のみ、数量限定での販売となります 
 

【当日券】※当日会場販売分のみ  

月～木 ：一般 1,800 円、学生（高校生以上）・65 歳以上 1,600 円、 

     小人（中学生以下）1,200 円 

金土日祝：一般 2,200 円、学生（高校生以上）・65 歳以上 2,000 円、 

     小人（中学生以下）1,600 円 
 

※前売券は各種プレイガイド（チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、セ

ブンチケット、楽天チケット、アソビュー、KKday）と全国のセブンイレブン、ロ

ーソン、ファミリーマート、ミニストップで、3 月 7 日（火）AM10:00 よりご購入

可能です。 

チケット注意事項  ※未就学児入場無料 

※再入場はできません 

※新宿御苑の入園料を含む。 

※新宿御苑チケット売り場では、会期時間中のみ当日券の販売を行います。（販売

日時：3/31(金)～4/23(日)19:00-21:00） 

※身体障がい者手帳、療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方の本人と

介助者 1 名は、小人（中学生以下）のチケットをお買い求めください（手帳をご提

示ください）。 

※65 歳以上の方は年齢の確認できる証明書、学生(高校生以上)の方は学生証をご提

示ください。 

※アルコールの持ち込みは禁止です。 

※園内での喫煙はご遠慮ください。 

※ペット同伴不可。ただし、補助犬の入園は可能です。 

※券種によって枚数制限がございます。 

※主催者の都合により休止または中止した場合を除き、チケットの返金・変更はで

きません。 

※本券では新宿御苑の昼間のご入園はできません。予めご了承ください。 
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※本イベントは 21 時最終受付入場、22 時閉門となります。園内は広いためお時間に

余裕をもってお越しください。 

※ライトアップの時間帯は、新宿御苑の年間パスポートの販売は行っておりませ

ん。 

※その他の注意事項については新宿御苑の運営に準じます。 

 詳細は新宿御苑公式サイトをご覧ください。 

URL ： https://event.naked.works/shinjukugyoen/ 

お問い合わせ ： 

キョードーインフォメーション  

TEL：0570-200-888 （11:00～18:00 ※日・祝休み） 

＜対応日時：2023 年 3 月 2 日(木)～4 月 23 日(日)＞ 

※新宿御苑への直接のお問い合わせはご遠慮ください 

主催 ： NAKED 桜の新宿御苑 2023 実行委員会 

共催 ： 環境省新宿御苑管理事務所 

協力 ： 
トヨタ自動車株式会社、株式会社本田技術研究所、 

トヨタモビリティ東京株式会社、株式会社コクーンラボ 

企画・演出・制作 ： NAKED, INC. 

 

ABOUT 株式会社ネイキッド 

1997 年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless 

Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年では、世界各地を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト

「DANDELION PROJECT」や AR/VR 商品の開発など、リアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創

出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあら

ゆる SCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022 年より、京都のメタバースを手がけ、バー

チャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。 

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港など

でも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI（人工知能）が生み出す音楽体験「HUMANOID 

DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、感染症予防対策アート「NAKED つくばい

®︎」、「NAKED ディスタンス提灯®︎」など。 

 

■NAKED, INC. ：https://naked.co.jp 

■Official Instagram ： https://www.instagram.com/naked_inc/ 

■Official Facebook： https://www.facebook.com/NAKEDINC.official 

■Official Twitter ： https://twitter.com/naked_staff 

■Official YouTube ：https://www.youtube.com/c/NAKEDINC 

 

報道に関するお問合せ 

株式会社ネイキッド 広報 

Mail. pr@naked.co.jp 

https://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/2_guide/guide.html
https://event.naked.works/shinjukugyoen/
https://naked.co.jp/
https://www.instagram.com/naked_inc/
https://www.facebook.com/NAKEDINC.official
https://twitter.com/naked_staff
https://www.youtube.com/c/NAKEDINC

