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報道関係各位 

2020 年 7 月 28 日 

 株式会社キンレイ（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：和田博行）は、2014 年より、大学の落語研究会に 
所属する学生落語家と協力し、「和食“鍋焼うどん”」＆「伝統芸能“落語”」の魅力伝達を目指す文化啓発活動 
『キンレイ心染（しんせん）プロジェクト』を展開しております。 
 この度、学生団体・関東落研連合が主催するオンライン寄席「落研の夏フェス 2020」へのサポートを 
決定しましたのでお知らせいたします。2020 年 8 月 28 日（金）～30 日（日）にかけて、6 つのテーマにわたる寄席
を Twitter ライブにて配信して参ります。29 日（土）にはキンレイ心染プロジェクト OB が多数出演する「OB 寄席」を 
配信。スペシャルゲストとしてプロジェクトを卒業後、株式会社タイタンに所属し、プロのお笑い芸人として活躍する
「まんじゅう大帝国」が登場します。 
 株式会社キンレイは、今後もキンレイ心染プロジェクトを通じて、“食の大切さ”と“日本の伝統芸能の尊さ”を 
伝える文化啓発活動を継続していくとともに、様々な形で学生落語家を応援して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
■「落研の夏フェス 2020」 
・【日  時】：8 月 28 日（金）～30 日（日）※各日とも 13 時～15 時、17 時～19 時の 2 部制で配信。 
・【配  信】：Twitter ライブ ※配信終了後アーカイブ化を予定しております。 
・【出 演 者】：「落研の夏フェス 2020」公式 Twitter（https://twitter.com/ochiken_summer）より順次発表 
        いたします。 
・ 視聴者を対象に抽選でキンレイ「お水がいらない」シリーズ商品が当たるキャンペーンも実施予定です。 

 

■スペシャルゲスト：話題のお笑いコンビ「まんじゅう大帝国」 

8 月 29 日（土）17 時より配信する「OB 寄席」にキンレイ心染プロジェクト発足

時から参加してくださっていた田中永真さんと、発足年度期中から参加してくださっ

た竹内一希さんによるお笑いコンビ「まんじゅう大帝国」の出演が決定しておりま

す。「まんじゅう大帝国」は、株式会社タイタンに所属するプロのお笑い芸人であり、 

お笑い第 7 世代ネクストスターとして、注目を集めています。 

まんじゅう大帝国 

～学生団体・関東落研連合が“3DAYS オンライン寄席”を開催！～ 

「落研の夏フェス 2020」へのサポートいたします。 
お笑い第 7 世代のネクストスター「まんじゅう大帝国」がゲスト出演！ 

https://twitter.com/ochiken_summer
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■配信タイムスケジュール 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
■関東落研連合とは 
 通称、関落連（かんらくれん）と呼ばれ関東圏の大学落研の交流促進のための団体です。関東圏で落語研究
会を有する約 20 大学が参画しており、約 300 名の学生落語家が参画しております。 
【関東落研連合 公式 Twitter】 
https://twitter.com/kantou_ochiken 
 
■キンレイ心染プロジェクトとは 

 日本の食文化を大切にしたいと考えるキンレイと、落語研究会に所属する大学生との融合を図り、日本の 

伝統文化の啓発を目指すプロジェクトです。「心染（しんせん）」には、“人々の心に染みる本物の味と文化”

を多くの方々に伝えたいという想いと、美味しさをお届けする冷凍技術の“新鮮”の意味を込めました。  

老人ホームや町内イベント、学童保育などへの出張落語会や、小・中・高校への出前授業（食育授業など）、 

“落語と食文化のつながりを紐解く”文化情報紙「心染通信」の発行などの活動を行っています。 

公式 HP https://www.krspj.jp 

 

 
【キンレイ心染プロジェクト参加大学：8 団体 総勢 24 名（2020 年 7 月時点）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●8月30日（日）第二部 17時～19時 

●8月28日（金）第一部 13時～15時 

 

『落研サミット』 
6 つの落語研究会から 

代表者が集い、渾身の 

落語を披露。 

●8月28日（金）第二部 17時～19時 

 

 
『怪談寄席』 
夏にふさわしい怪談噺に 

学生ならではのアレンジを 

加えてお届け。 

●8月29日（土）第一部 13時～15時 
 

『見るなら今』 
コントや漫才を中心に

笑いを届けている学生

芸人が落語に挑戦。 

●8月29日（土）第二部 17時～19時 

 『OB寄席』 
キンレイ心染プロジェクト

で活躍した卒業生が高座に

復活。 

スペシャルゲスト 

まんじゅう大帝国 

●8月30日（日）第一部 13時～15時 

・一橋大学落語研究会 

・中央大学落語研究会 

・法政大学落語研究会 

・二松学舎大学落語研究会      

 

・慶應義塾大学公認学生団体落語研究会 

・日本大学藝術学部落語研究会    

・日本大学生物資源科学部落語研究会 

・東海大学文化部連合会落語研究部 

『長講の会』 
学生落語では聴く機会少ない、

長尺の落語 4 席を配信。 

『落研総選挙』 
2 年生と 3 年生が高座の 

上で真剣勝負を繰り広げ

る。世代交代なるか！？ 

心染プロジェクト発足当時の様子 

（2014 年 9 月） 

https://twitter.com/kantou_ochiken
https://www.krspj.jp/
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ご参考 
■まんじゅう大帝国ご紹介 

 2016年コンビ結成。大学時代は互いに落語研究会に所属し、学生落語の全国大会「てんしき杯」で田中さんが  

優勝(第五回)、竹内さんが準優勝(第七回)の実績を残す。2017年4月に株式会社タイタンに所属しデビュー。

フジテレビ系「ネタパレ」や「ENGEIグランドスラム」などで活躍。2020年3月には国立演芸場 「令和元年度

花形演芸大賞」銀賞を受賞するなど、ますます注目されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

■キンレイ心染プロジェクト 公式 HP https://www.krspj.jp 

参加している学生落語家の紹介や、出張落語会、出前授業の開催レポート、コラム『食文化と落語のつなが
り』などに加え、「卒業生インタビュー」など様々なコンテンツを随時更新しています。 

 

■キンレイ心染事務局 

出張落語会や小・中・高校への出前授業（食育授業など）を運営する「キンレイ心染事務局」を 
設けています。現在、新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえ、出張落語会等の活動を休止しております
が、参加学生の落語映像を収録した DVD の配布活動を行っております。ご相談やお申し込みは公式 HP、電
話、FAX で受付しています。 
【所 在 地 】： 〒101-0065 東京都千代田区西神田 1-3-6 ウエタケビル 4F 
【TEL・ FAX 】： 03-3518-9010 （平日 10：00～17：00）  
【M A I L 】： kinrei@pr-tci.jp  
【運 営 】： トータル・コミュニケーションズ株式会社 
 
 

■株式会社キンレイについて 

 1974 年（昭和 49 年）に冷凍食品の製造・販売などを目的とした近畿冷熱株式会社を前身とし、2014 年
（平成 26 年より月桂冠株式会社のグループ企業となりました。ロングセラー商品「鍋焼うどん」や「お水が
いらない」シリーズ商品など、当社独自の技術である“二段凍結三層構造”を特長とする冷凍調理麺の製造・
販売を中心に、『本物の美味しさ』・『安全安心』・『環境保全』に全員で挑み、人々と私たちの幸せと、食文
化の更なる発展に貢献して参ります。 
公式 HP https://www.kinrei.com 

 

【タイタン オフィシャル HP プロフィール】 
http://www.titan-net.co.jp/talent/manjudaiteikoku 
 
【まんじゅう大帝国 公式 twitter】 
https://twitter.com/manjudaiteikoku 
 
【まんじゅう大帝国・竹内一希さん主演映画『実りゆく』公式 HP】 
https://minoriyuku-movie.jp/ 

 
左：竹内 一希（たけうち かずき） 

・1994 年 4 月 27 日生まれ東京都出身。 

・日本大学藝術学部落語研究会所属時の 

 高座名は外楼 一拝（あうとろー いっぱい） 

右：田中 永真（たなか えいま） 

・1993 年 3 月 30 日生まれ北海道出身。 

・東京理科大学落語研究会所属時の高座名は 

 六花亭  空道（ろっかてい  そらみち） 
まんじゅう大帝国 

https://www.krspj.jp/
https://www.kinrei.com/
http://www.titan-net.co.jp/talent/manjudaiteikoku/
https://twitter.com/manjudaiteikoku
https://twitter.com/manjudaiteikoku
https://minoriyuku-movie.jp/

