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2014年 9 月 12 日   
株式会社ビクセン 

 

           

         京都嵐⼭・法輪寺で 10 月 4 日（土）“初”開催 

       「宙（ソラ）フェス」 

       ライブ出演者・出展内容など詳細決定 
           

 

株式会社ビクセンは、「上を向いて遊ぼう」をテーマに、様々な“星空の楽しみ方”が一堂に会

する初開催の野外イベント「宙（ソラ）フェス」に特別協賛します。アコースティックライブ

には「orange pekoe（オレンジペコー）」「Rake（レイク）」「空中ループ」の 3 組が決定

しました。 

 

◆「宙ライブ」（有料）出演アーティスト決定 

 

メイン MC に篠原ともえさんを迎え、「宙ライブ」を開催。 

星や宇宙につながりを持った 3 組のアーティスト「orange pekoe 

（オレンジペコー）」「Rake（レイク）」「空中ループ」によるア 

コースティックライブが楽しめます。 

「宙×トーク」では、MC 篠原ともえさんとアーティストらが宙の 

楽しみ方について語ります。 

 

 

 
 

 

◆「宙マーケット」 

星空の様々な楽しみ方が集結する「宙マーケット」は、⾒る・学ぶ・味わうなど、体験が詰ま

った空間です。雑貨の展示・販売、飲食、ワークショップなどが並び、子供から大人まで楽し

めるコンテンツが盛りだくさんです。 “宙ガール”篠原ともえさんと天文学者によるトークセッ

ションなど無料ステージも。夜には「スターパーティ」（天体観測会）を実施。星のスペシャ

リストがご案内します。 

 

orange pekoe（オレンジペコー） Rake（レイク） 空中ループ 

メイン MC：篠原ともえ 
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第 1 回「宙フェス」 

 

「宙フェス」は、星空を楽しむ様々な⽅法を集め、多くの⼈に宙を⾒上げるきっかけを提供し

たいと企画された野外イベントです。 

「星空を⾒ること」は、上を向くだけですぐにできる遊びです。しかし、楽しむにはハードル

が高い、楽しむ方法が分からないという方も多くいます。そこで「宙フェス」は、アート、サ

イエンス、アウトドアなどの多方面から星空にアプローチ。「上を向いて遊ぼう」をキーワー

ドに、誰もが⾃分なりの「星空の楽しみ⽅」を発⾒できるよう、盛りだくさんの内容で開催さ

れます。 

 

＜概要＞ 

●イベント名：「宙フェス」  

●日時：2014年 10 月 4 日（土） 

●会場：京都 嵐⼭「法輪寺」（京都府京都市⻄京区嵐⼭虚空蔵⼭町６８−３） 

●主催：宙フェス実⾏委員会  

●特別協賛：株式会社ビクセン  

●企画運営：キョードー関⻄・karakusado  

●HP http://sorafes.com 

●twitter ＠sorafes14 

●お問い合わせ：宙フェス実⾏委員会 sorafes.info@gmail.com  

 

宙マーケット・・・13：00〜20：00（⼊場無料） 

⼊場無料のマーケットには、宙モチーフの雑貨が並ぶクラフトエリア、宙ガールエリア、サイ

エンスエリア、宙×カフェ、宙×キッズエリアなど、様々な星空の楽しみが一堂に集まります。

13 時 30分〜15 時 30 分まではメイン MC篠原ともえ×天⽂学者のトークセッションなど無料

ステージが楽しめます。夜は星空の専門家による、スターパーティ（天体観測会）を開催しま

す。 

 

宙ライブ・・・17：00〜20：00（有料）※法輪寺展望台の特設ステージ 

○出演アーティスト…orange pekoe／Rake／空中ループ メイン MC：篠原ともえ 

○チケット情報 

●チケット料⾦…前売 3500 円／当日 4000 円 全席指定 

※未就学児入場可（保護者同伴に限る）／4 歳以上チケット必要（ただし、3 歳以下のお子様でも座

席が必要な場合はチケット必要） 

※⾬天決⾏。荒天の場合はやむなく開催を中⽌する場合があります。 

●プレイガイド…○チケットぴあ：0570-02-9999  

○ローソンチケット：0570-08-4005 

○CN プレイガイド：0570-08-9999  

○イープラス 

▼P コード：239-148 ▼L コード：59145 

 

※当日取材をご希望の方は、宙フェス実⾏委員会までお申込ください。 

 担当：池側恵子 ☎090-3970-3683 sorafes.info@gmail.com 
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「宙フェス実⾏委員会」とは 

関⻄各地で天体観測会を実施している教育関係者、星が好きな野外フェス関係者を中⼼に結成

された会です。「星空を⾒上げることを⽇常に」という想いから今回の企画を⽴ち上げました。 

 

開催地：京都・嵐⼭「法輪寺」について 

法輪寺は和銅 6年（713年）に建てられた由緒あるお寺で、ご本尊である「虚空蔵菩薩」は⽇

本三大虚空蔵と称されるものの一つ。ちなみに「虚空」とは大空（宇宙）を意味しています。 

「宙フェス」の趣旨に共感して頂き、記念すべき第⼀回目の開催地となりました。 

 

●“宙ガール“とは 

   星空に興味がある、積極的に天⽂情報に触れたい⼥性たちの総称として、株式会社ビク

センが提唱。 

これまで天⽂趣味の分野は、男性中⼼の領域として情報発信や製品開発が⾏われてきた

傾向があります。そこでビクセンでは新たに⼥性にもっと天⽂を楽しんでもらえるよう、

2009 年より“おしゃれ”“気軽さ”などをコンセプトとして「宙ガール」をキーワードに

した製品開発やプロモーションを展開しています。 

 

 

＜WEB サイト＞ 

「宙フェス」公式サイト  

http://sorafes.com  

ビクセン WEB サイト 

http://www.vixen.co.jp 

 

＜株式会社ビクセン 会社概要＞ 

代表取締役 新妻和重 

創業 1949年  本社 埼玉県所沢市  

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を⾏う光学機器メーカー 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

株式会社ビクセン 

企画部 都築（つづき）・古賀（こが）・岩城（いわしろ）・藤田（ふじた） 

TEL 04-2944-4000  FAX 04-2944-4045 

Email tsuzuki@vixen.co.jp・koga@vixen.co.jp・iwashiro@vixen.co.jp・fujita.a@vixen.co.jp 
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資料「宙マーケット」 

「宙マーケット」 

宙フェスサイト マーケット情報ページ http://sorafes.com/market/ 

 

◆宇宙モチーフの雑貨＆アートが揃う「宙×クラフト」エリア 

インターネットマーケット「minne」のクラフト作家陣による、宙モチーフのアクセサリーや、オーガニ

ックな「惑星と星の手づくりせっけんワークショップ」、宇宙食＆JAXA グッズを販売する「宇宙の店」

など、生活雑貨＆クラフト系ワークショップがずらりと並びます。 

 

 

◆話題の宙ガールになれる！？「宙×ガール」エリア 

メディアでも話題の「宙ガール」グッズ＆書籍等の販売や、天体望遠鏡の人気メーカー「Vixen」（ビク

セン）による「宙ガールよろず相談所」、キラキラの星ネイルが体験できるネイルスポットなど、宙ガー

ル向けの企業ブース＆ワークショップが登場します。 

 

 

 

◆好奇⼼を刺激する「宙×サイエンス」エリア 

サイエンスとアートを繋ぐ造形作家・日詰明男氏によるワークショップを初め、天体望遠鏡の使い方ワー

クショップ、宙フェス開催の 4 日後（10 月 8 日）に起こるの皆既月食をもっと楽しむための「皆既月

食・集中講座」など大人も子供も科学にドキドキできる、体験型サイエンスメニューをご用意。 

 画像提供：NASA 
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資料「宙マーケット」 

 

◆美味しくて可愛い★「宙×カフェ」エリア 

「宙フェス」ならではのコズミックなオリジナルフード＆スイーツ、ドリンクメニューが登場。食べるの

がもったいないくらいの可愛さです。 

 

 

◆子ども＆ファミリー向けの「宙×キッズ」エリア 

京都を一望する展望台の一角に登場するのは広々した 12 畳のキッズスペース。ママ・宙ガールがプロデ

ュースする様々なキッズ向けワークショップや宙の絵本の読み聞かせ等が楽しめます。 

 

◆無料トークショー＆ステージ 

13 時 30 分〜15 時 30 分までは無料ステージも開催。天⽂学者×宙ガール篠原ともえさんによる「宙ト

ーク」や、ご当地ヒーローによるクイズショーなど子供から大人まで楽しめるコンテンツが揃います。 

 

◆星のスペシャリストが案内する「スターパーティ」（天体観測会） 

夜は、星空の専門家が案内するスターパーティを予定（星空観測会）。天気が良ければ、秋の星座や⽉の

クレーターを楽しめます。 

 
 

※写真はイメージです。企画内容は⼀部変更になる場合もございますので、ご了承ください※ 
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資料「宙ライブ」 

「宙ライブ」資料 

宙フェスサイト 宙ライブ情報ページ http://sorafes.com/#top 

 

有料の「宙ライブ」では星や夜の歌を数多く紡ぎだす「orange pekoe」（オレンジペコー）「Rake」、

「空中ループ」の３組のアーティスト陣による「宙ライブ」を開催。 

メイン MC 篠原ともえさんとアーティスト達が宙の楽しみ方を語る「宙×トーク」も⾏われます。 

 

メイン MC：篠原ともえ 

Profile／1995年 16歳で歌⼿デビュー。歌⼿、タレント、⼥優、ナレーター、⾐

装デザイナー等、幅広い活動を展開中。 

宙ストーリー／⼩学⽣の頃、⺟の故郷である⻘ヶ島村の星空を眺め美しさに感動し

プラネタリウムや図書館へ通い星座を覚え始める。高校時代は天文部に所属。

2010年、星に縁のある東京都⻘ヶ島村にて、星空観望会を開催。夜空にレーザー

ポインターを使い、子供から大人まで簡単に覚えられる星座講座をレクチャー。東

京都⻘ヶ島村公式サイトには本⼈による星解説がリンクされている。2011年、に

は、天⽂や宇宙の知識を問う「天⽂宇宙検定」3 級(星空博士)に合格。  

星空や天⽂現象が好きな⼥の⼦「宙ガール」として注目を浴びる。2012 年、雑誌での天⽂連載をはじめ、

TOKYO FM の天文ラジオ番組「東京まちかど☆天文台」にてレギュラーパーソナリティーを務める。同

年、⽇本有数の星空が美しい街、⻑野県佐久市の「イルミネーション親善大使」に就任。佐久市子ども未

来館のプラネタリウムにて、星空解説を実施。宙ガール、天文ファンとして様々な天文現象を楽しんでい

る。 

 

orange pekoe（オレンジペコー） 

Profile／ナガシマトモコ (ヴォーカル、作詞)と藤本一馬(ギター、作

曲、編曲)により 1998年に結成され、関⻄で活動を開始。⾃宅録⾳

を駆使し作品を制作する傍ら、関⻄のクラブやカフェを中⼼にライ

ブを展開。DJ、クリエイターを中心に大きな支持を受け、2002年

にメジャーデビュー。 

深く甘美な歌声と、独創的なギター、またジャズ、ブラジル音楽な

ど様々なジャンルの音楽を確固たるオリジナリティで昇華した自作

自演のスタイルで、同世代を中心に大きな支持を得ている。二人の息づかいが聞こえる歌とギターによる

アコースティック・デュオ編成から、グルーヴィーで迫⼒溢れる総勢１８⼈からなるビッグバンド編成ま

でライブバンドとしても幅広く活動し、アジアやニューヨークでの CD リリースやライブ公演など海外で

も活動を展開。 

宙ストーリー／「月の小船」「シリウスの犬」「踊る星」「スピカ」「Foggy Star」…など月や星、宇

宙にまつわる楽曲を数多く発表している。 
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資料「宙ライブ」 

 

Rake（レイク） 

Profile／宮城県仙台市出身・在住のシンガーソングライター。2010 年

にシングル『Fly away』でメジャー・デビュー。2011 年、⾃らも地元

仙台の⾃宅で被災し、東⽇本⼤震災での逆境を乗り越え、3rd シングル

『100 万回の「I love you」』がヨコハマタイヤ CM ソングに抜擢され

累計 180 万ダウンロードを突破。これまで数々の楽曲が TV 番組などの

テーマソングに起⽤されている。デビュー以降、「SUMMER SONIC」

「ap bank fes」など多数の野外フェスへ出演するなど全国ツアーの開催だけでなく精⼒的にライ

ブ活動も⾏い、2012 年 11 月には自身初となるホール単独公演を成功させた。2014 年 1 月には

「⾳楽を通じた東北の復興協⼒」として東北観光親善⼤使に任命される。4 月からは地元•宮城県内

8 カ所にて、これまでの感謝を届けるフリーライブツアー「Rake TOUR2014 ~Around The 

HOME~」を開催。12 ⽉には集⼤成となる仙台電⼒ホールでの公演が決定している。また、初の邦

楽カバーライブ「Room 9 ~Rake Sweet~」を毎月 1 回仙台にて実施。デビュー5 年目へ向けて

「MUSICMAN SHIP」をコンセプトに活動を広げている。 

宙ストーリー／TV アニメ「宇宙兄弟」の初代エンディングテーマとしてお馴染みの「素晴らしき世界」

はもちろん、「真冬に咲いたオリオン」「HANABI」など星空をテーマにした曲が多数。現在は東北観

光親善⼤使として故郷宮城県の被災地を回るツアーをするなど東北復興にも⼒を注ぐ、彼ののびやかな歌

声が嵐⼭の夜空に響き渡ります。 

 

 

空中ループ 

Profile／京都発信、音響ギターポップバンド「空中ループ」。

のびやかで心地よいメロディー、独自の浮遊感と跳躍するリ

ズム、小さくも確かに心を灯す詞。それらが絶妙に合わさる

音世界は唯一無二。『この国（日本）を変える、音楽の一端

を担う』というおおきな目的に向かって、ちいさな日常を邁

進している。 

宙ストーリー／自主企画イベント「LOOP ECHO」ではプラネタリウムでのライブを実施するなど宙へ

の繋がりは深く、銀河をゆったりと遊泳するような「My Darkside Moon」や「on the planet」

など、浮遊感がある楽曲でオーディエンスを音の宇宙空間へ誘います。 


