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これまでの「SAMURAI JAPON」の記録① 

＜第１回 ２００４年１１月１４日開催＞ 
  １２時～鏡割りにてイベント開始。１８時終了。会場→パリ市「パビオン・デュ・ベルシー」 
  入場者数約４０００人。 
 
  ●第一会場  江戸芸かっぽれ・座頭市・JAPAN KIMONO SHOW日本の着物文化と日本人・  
            居合道・日本舞踊・民話ミュージカル「風を呼ぶ村」・ 
            MAKE UP SHOW「日本の四季」～生け花と着物～  ほか 
    ●第二会場  友禅の展示と実演・書道の展示と実演・西野流呼吸法の実演と指導  
            漆工芸（バック）天平の華・折り紙 ほか 
   ●日仏交流広場  鏡割り・お酒・お餅つき・たこ焼き・アンパン・菓子パン・ 
               焼きそば・シュウマイ ほか 
  
＜第２回 ２００５年１０月８日・９日開催＞ 
   ８日１２時～鏡割りにてイベント開始。翌９日１７時終了。 会場→パリ市「パビオン・デュ・ベルシー」 
  入場者数約１２０００人（２日間） 
 
  ●第一会場  民舞「因旛大黒舞」・傘踊り「大東京音頭」・津軽三味線・ 
            倉敷天領太鼓・日本舞踊「白虎隊」 ・銭太鼓・  
            一條純子MAKE UP SHOW・岡山の祭り「さわらじゃ～うらじゃ音頭」・ 
            日本舞踊ショー「日本の美と心」 ・芝居「駅～Station」ほか 
     ●第二会場  日本の原風景と着物（SHARP大型液晶TV）・着物着付けとメイクの撮影会・ 
            日本の物産工芸品紹介・パリユーロニュースマガジン紹介 
            岡山県観光物産紹介 ほか 
     ●日仏交流広場  鏡割り・お酒・お餅・たこ焼き・焼きそば・お好み焼き・寿司・おにぎり ほか 
 

     
 
 

SAMURAI JAPON 2004・2005より 



これまでの「SAMURAI JAPON」の記録② 

＜第３回 ２００６年１１月１１日・１２日開催＞ 
  １１日１５時～鏡割りにてイベント開始。翌１２日１７時終了。会場→パリ市「パビオン・デュ・ベルシー」  
  入場者数約１６０００人（２日間） 
 
●第一会場  「江戸芸かっぽれ」・「サムライアクション殺陣」・津軽三味線＆鼓動の響き・ 
          「SAMURAI新撰組」・「ニッポンの歌～素晴らしき日本の四季」・ 
          「フランス甲南太鼓」・一條純子MAKE UP SHOW｢着物と時代と日本」・ 
          「Chanson du Japon」・空手演武・「魂をゆさぶる天領夢世界」ほか 
●第二会場  着物着付け・折り紙・マンガコーナー・民芸品・抹茶・浴衣ほか 
●日仏交流広場  鏡割り・お酒・お餅・焼きそば・お茶・甘酒 ほか 

     

 
 

SAMURAI JAPON 2006より 



これまでの「SAMURAI JAPON」の記録③ 

＜第４回 ２００７年１１月２５日・２６日開催＞ 
  ２５日１２時～鏡割りにてイベント開始。１８時終了。会場→ロワール地方サンシール市「エスカル市民会館」 
  ２６日９時～市役所ホールで鏡割り～２２時３０分終了。会場→ロワール地方トゥール市「Ｖｉｎｃｉホール」 
  入場者数 約５０００人（２日間） 
 
●第一会場 「江戸芸かっぽれ」・「日本古今絵巻山村踊り組」・津軽三味線＆鼓動の響き・ 
         日本のクラブ＆ＤＪ文化・「ニッポンの歌～」・空手演「武・「フランス甲南太鼓」・ 
        一條純子ＭＡＫＥ ＵＰ ＳＨＯＷ｢着物と時代と日本」・心響創造日本の美の世界・ 
        「魂をゆさぶる天領夢世界」ほか 
●第二会場    着物着付け・書道展・フランス子供絵画展・民芸品・陶芸・組紐ほか 
●第三会場    日本酒・餅つき・焼きそば・日本茶・おでん・せんべい ほか 
●日仏交流広場   縄文土器・野焼体験 

 

SAMURAI JAPON 2007より 



これまでの「SAMURAI JAPON」の記録④ 

＜第５回 ２００８年１０月２５日・２６日開催＞ 

  ２５日１３時～鏡割りにてイベント開始。翌２６日１９時終了。会場→パリ市「パビオン・デュ・ベルシー」  

  入場者数 約１２，０００人（２日間） 

 

●第一会場  「越中おわら節」・「花笠踊り」・「ＴＯＫＩＫＡＺＥ」・「空手道演舞」・ 

         一條純子プロデュースヘアメイクショー・「連獅子」・「梗墨館 書心」・ 

          「ヲタクミュージック補完計画」・心響創造日本の美の世界  ほか 

●第二会場  子供の遊び（折り紙など）・陶芸・書道展・日本のアニメ・京雑貨・ 

          絵手紙・ミニたたみ   ほか 

●日仏交流広場  「踊るスピーカー」・日本酒・お好み焼き・コロッケ・お餅・ 

            うどん・やきそば・子供の遊び（吹き矢）   ほか                       

          

SAMURAI JAPON 2008より 



これまでの「SAMURAI JAPON」の記録⑤ 

＜第６回 ２００９年１１月７日・８日開催＞ 

   ７日１２時～鏡割りにてイベント開始。１９時終了。会場→ロワール地方サンシール市「エスカル市民会館」       
８日１２時～鏡割りにてイベント開始。１９時終了。会場→パリ市「パビオン・デュ・ベルシー」  

  入場者数 約１４，０００人（２日間） 
 
●第一会場  「京都の桜景色」・「人形浄瑠璃文楽  恵那文楽」・ 
         「SAMURAIアクション殺陣」・「YOSAKOIソーラン」・ 
         「JUNKOフラワーメイクアップショー」・「日本とフランスの剣道」・ 
         「フランス甲南太鼓」・「津軽三味線」  ほか 
●第二会場  木のおもちゃ・折り紙・日本のお茶・飴細工・京都物産店・ 
          日本の純水・ 化粧品・扇子似顔絵・茶道 ほか 
●日仏交流広場  日本酒・お好み焼き・お餅・うどん・やきそば   ほか                       
          

SAMURAI JAPON 2009より 



これまでの「SAMURAI JAPON」の記録⑥ 

＜第７回 ２０１０年１１月１３日・１４日開催＞ 
  １３日１２時～鏡割りにてイベント開始。 １９時終了。会場→ロワール地方ル・マン市「パレデコングレ」 
  １４日１２時～鏡割りにてイベント開始。 １９時終了。会場→パリ市「パビオン・デュ・ベルシー」  
  入場者数 約１４，０００人（２日間） 
 
●第一会場 「歌舞伎舞踊・長唄「連獅子」と濱田珠鳳指画の饗宴」・ 
         「SAMURAIアクション殺陣」・「沖縄伝統芸能琉球王朝栄華『花ずみの舞』」・ 
         「JUNKOフラワーメイクアップショー」・ 
         「パリに咲く彩華百花日本舞踊『日本をどり』」・ 
         「フランス甲南太鼓」・「サムライ下駄っぷ」  ほか 
●第二会場  桂窯楽焼・飴細工・京都物産店・フラワーアレンジメント・ 
         指画の店・化粧品 ほか 
●日仏交流広場  日本酒・お好み焼き・お餅・うどん・やきそば ほか                       
          
 

SAMURAI JAPON 2010より 



これまでの「SAMURAI JAPON」の記録⑦ 

＜第８回 ２０１１年１０月９日・１５日・１６日開催＞ 
   ９日１２時～イベント開始。１９時終了。会場→アルザスロレーヌ地方ナンシー市「グランドサロン」 
  １５日１２時～鏡割りにてイベント開始。 １９時終了。会場→ロワール地方ル・マン市「パレデコングレ」 
  １６日１２時～鏡割りにてイベント開始。 １９時終了。会場→パリ市「パビオン・デュ・ベルシー」  
  入場者数 約１６，０００人（３日間） 
 
●第一会場 「東日本大震災復興の船出」・「琉球王朝華麗なる舞」・ 
         「SAMURAIアクション殺陣」・「不思議な気の世界と書心への道」・ 
         「JUNKOフラワーメイクアップショー」・「魅せる和文化京都茶の遊」・ 
         「音魂霊横澤和也の世界」・「太神楽曲芸」・「フランス甲南太鼓」・ 
         「大江戸花吹雪～花魁道中」  ほか 
●第二会場  小林芙蓉書画展・東日本大震災写真展・京都茶文化・京都民芸・ 
         殺陣T.P.O.・和ろうそく・飴細工・折り紙 ほか 
●日仏交流広場  日本酒・お好み焼き・うどん・やきそば ほか                       
          
 

SAMURAI JAPON 2011より 



これまでの「SAMURAI JAPON」の記録⑧ 

＜第９回 ２０１２年１１月３日・４日・１１日開催＞ 
   ３日１９時～前夜祭。２１時終了。会場→アルザスロレーヌ地方ナンシー市「グランドサロン」 
  ４日１２時～イベント開始。 １９時終了。会場→アルザスロレーヌ地方ナンシー市「グランドサロン」 
  １１日１２時～鏡割りにてイベント開始。 １９時終了。会場→パリ市「パビオン・デュ・ベルシー」  
  入場者数 約１６，０００人（３日間） 
 
●第一会場 「被災者文化復興支援応援歌‘夕焼けに包まれて‘」・「夢幻絵巻おわら風の盆」・ 
         「SAMURAIアクション殺陣」・「下駄っぱーずフランス演舞」・「魂の鼓動月村路子の世界」・ 
         「JUNKOフラワーメイクアップショー」・「相川音頭から佐渡おけさ」・「華麗なる新日本舞踊」・ 
         「宮本武蔵物語」・「小林芙蓉不思議な気の世界と書ごころへの道」・「吉原花魁絵巻」・ 
         「さくらおどり in France」  ほか 
●第二会場  小林芙蓉書画展・東日本大震災写真展・木の創作おもちゃ・京都民芸・ 
          点茶七要お手前指導点茶会・和ろうそく・将棋・そば打ち・折り紙 ほか 
●日仏交流広場  日本酒・そば・うどん・やきそば ほか                       
          
 

SAMURAI JAPON 2012より 



これまでの「SAMURAI JAPON」の記録⑨ 

＜第１０回 ２０１３年１１月３日・４日・８日・９日・１０日開催＞ 
   ３日１２時～イベント開始。１９時終了。会場→アルザスロレーヌ地方ナンシー市「グランドサロン」 
  ４日１５時～イベント開始。 ２１時終了。会場→アルザスロレーヌ地方ナンシー市「グランドサロン」 
  ８日１２時～鏡割りにてイベント開始。１９時終了。会場→ロワール地方サンシール・シュル・ロワール市「エスカル市民会館」 
  ９日１２時～イベント開始。１９時終了。会場→ロワール地方サンシール・シュル・ロワール市「エスカル市民会館」 
  １０日１２時～鏡割りにてイベント開始。 １９時終了。会場→パリ市「パビオン・デュ・ベルシー」  
  入場者数 約２０，０００人（５日間） 
●第一会場 「津軽三味線とふるさとの伝統芸能百選」・「斎藤サトルアートパフォーマンス」・「自然と人間の鼓動-和太鼓大地」・ 
         「筑波山ガマの油売り口上」・「元禄江戸華美模様」・「一條純子のフラワーメイクアップショー」・ 
         「華麗なる書の楽しい世界」・「ＳＡＭＵＲＡＩアクション殺陣」・ 「江戸芸かっぽれ」・「東京スカイツリー音頭」・ 「安来節」・ 
         「江戸っ子勝海舟人生物語」・「剣舞『武士魂』＆歌舞伎十八番長唄『連獅子』」・「７００年の伝統芸能フランスに咲く『西馬音内盆踊り』」・ 
         「さくらおどり in France」 ほか 
●第二会場  茶の心の会 河本光博・ 「盲目の写真家・伊藤邦明」写真展・飴細工・京都民芸・東日本大震災写真展・日本の風景写真展 ほか 

●日仏交流広場  房総祭り寿司・日本酒・やきそば・うどん・たこ焼き ほか                       
          
 

SAMURAI JAPON 2013より 



これまでの「SAMURAI JAPON」の記録⑩ 

＜第１１回 ２０１４年１０月２５日・２６日、１１月２日開催＞ 
   ２５日１３時～鏡割りにてイベント開始。１９時終了。会場→ナント市「ブルターニュ大公城」 
  ２６日１３時～イベント開始。 １８時終了。会場→ナント市「ブルターニュ大公城」 
  ２日１２時～１２時～鏡割りにてイベント開始。 １９時終了。会場→パリ市「パビオン・デュ・ベルシー」  
  入場者数 約１８，０００人（３日間） 
●第一会場 「江戸芸かっぽれ・アラメヤ音頭・パタカラ・郡上おどり」・「SAMURAIアクション殺陣 風炎妖華」・ 
         「日本とフランスの音楽のコラボレーション」・「パリSAMURAI殺陣」・「沖縄エイサー千花夏風」・ 
         「日本の心の舞『連獅子』」・「お祭り忍者」・ 「日本の心の詩オカリナ」・「時空空間サムライ物語」・ 「江戸女歌舞伎 」・ 
         「一條純子フラワーメイクアップショー」・「出前ちんどん」・「吉原花魁～恋歌」・「さくらおどり in France」 ほか 
●第二会場 「静岡匠の茶 石川園」・ 「日本の駄菓子とおもちゃ大町夢のまち」・「裏千家茶道」・「着物の着付けと七五三」・ 
         「被災地釜石市の紹介」・書道体験「書ごころ」・「１０７歳現役刺繍作家上杉ミツ子作品展」・「京都民芸&江戸小物」・ 
         「喜楽屋川崎市の民芸」＆「紙の彫刻シャドーボックス３Dアート」・「日本の名城ポスター展」・ 
         「東日本大震災写真展」・「日本の風景写真展」 ほか 

●日仏交流広場  おにぎり・おいなり・日本酒・やきそば・お好み焼き・たこ焼き・カップやきそば ほか                       
          
 

SAMURAI JAPON 2014より 



＜第１２回 ２０１５年１１月８日・１３日・１４日・１５日開催＞ 
   ８日１２時～鏡割りにてイベント開始。１９時終了。会場→パリ市「パビオン・デュ・ベルシー」  
  １３日１９時～前夜祭開始。 ２１時終了。会場→ナンシー市「ナンシー市庁舎」 
  １４日１３時～イベント開始。 １９時終了。会場→ナンシー市「ナンシー市庁舎」 
  １５日１２時～イベント開始。 １７時終了。会場→ナンシー市「ナンシー市庁舎」 
  入場者数 約１３，０００人（４日間） 
●第一会場 「江戸芸かっぽれ・銭太鼓・ドラえもんの唄」・「日本舞踊『祈り』」・ 
         「剣舞『高知太刀踊り』＆SAMURAI殺陣」 ・「時空空間サムライ物語」・ 「TINÖRKS LIVE」・ 
         「歌舞伎舞踊 『安珍清姫物語』 」・ 「一條純子フラワーメイクアップショー」・ 
         「ふるさと京都恋歌」・「日本の歌心の詩オカリナ」・「さくらおどり in France」 ほか 
●第二会場 「木のおもちゃの展示と体験」・ 「駄菓子～DAGASHIを世界用語にする会」・「リニアライナー展示」・ 
         「着物の着付けと七五三」・「京都民芸&江戸小物」・「アクセサリーMICOLOR展示」・ 
         「喜楽屋川崎市の民芸」・「東日本大震災写真展」 ほか 
●日仏交流広場  金芽米の展示試食・おにぎり・日本酒・やきそば・お好み焼き ほか                       
          
 

これまでの「SAMURAI JAPON」の記録⑪ 

SAMURAI JAPON 2015より 


