
工芸品名 出品者名 作品名 H　P

桐生織 泉太郎 花鏡 http://izumi-orimono.co.jp/

蓮糸織 斉藤佳代子 古代素材と現代の融合 Ⅲ

村山大島紬 田代剛章 村山大島紬　マフラー
http://tahusa-
dyeingweaving.tumblr.com/

本塩沢 中島清志 越路絹絣　横段多色絣模様

本塩沢 株式会社やまだ織 本塩沢着尺「兆候」 http://www.yamadaori.jp/

十日町明石ちぢみ 吉澤武彦 清流の調べ http://yoshizawa-orimono.jp

十日町明石ちぢみ 吉澤武彦 万華鏡 http://yoshizawa-orimono.jp

近江上布 向井純子 NOLEN http://asamama.com/

近江上布 山口礼子 だいだいおび http://asamama.com/

烏城紬 須本雅子 潮騒

本場大島紬 有限会社興紬商店 羽衣 https://okitsumugi.com/

本場大島紬 たけがわ織物竹川忠克 らうらうじ

久米島紬 新垣勝秀 井絣3玉
http://kume-
tumugi.com/yuimaru/index.htm

久米島紬 神里智江 マルグサーヒチサギー2玉
http://kume-
tumugi.com/yuimaru/index.htm

首里織 ておりTISSURI　比嘉浩子 首里織スライド式名刺入れ

草木染諸紙布 工房千倉木島由美子 渓流

東京染小紋 石塚幸夫 山道割付柄 http://www.tokyokomon.jp/

東京染小紋 五月女染工場 妖怪・琵琶牧々と琴古主

東京染小紋 廣瀬雄一 ミルキィウェイ http://www.komonhirose.co.jp/

名古屋黒紋付染 武田和也 黒振袖　慮：re http://takedasenko.jp/

有松・鳴海絞 堀田まき子 なつぐも

名古屋友禅 渡辺桂子 紗のドレス「マグノリア」
http://www.tac-
net.ne.jp/~fanfan-
m/yugen/top.html

磁器 陣川愛 青白磁　蓋物

九谷焼 織田光恵 光の雫 http://www.odamitsue.com/

九谷焼 谷口亘 白磁締カップ(鶴) http://wataru28210.sakura.ne.jp/

九谷焼 宮本雅夫 九谷色絵皿揃「モルフォ」

九谷焼 森岡希世子 和紅茶Ｃ＆Ｓ

九谷焼 山口義博 青手睡蓮文角皿セット
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九谷焼 山田登陽志 釉裏金箔彩(金箔ロマン)

常滑焼 梅原淳 急須コーヒー http://tougei-seiko.com/

常滑焼 鯉江昭萌 木ノ葉茶器揃え

桑名萬古焼 森工人 萬古盛絵点描文酒器セット

http://narutaki.blog.fc2.com

http://narutaki-online.com

伊万里・有田焼 梶原真理江 シリーズ野の花　フレグランスボトル http://atelier-von-marie.com/

伊万里・有田焼 矢鋪與左衛門 白磁報恩壷(二重蓋) http://www.yozaemongama.com/

薩摩焼 新納虫太郎 SATSUMA round cup https://tukinomusi.jimdo.com/

蒔絵 間野亨 蒔絵・青貝帯留

津軽塗 白川明美 唐塗箸・豆皿セット「桜」・「夜桜」 https://urushiakimi.com/

茨城漆器 中本晋 千筋飯椀 http://nakamotomokkou.com/

鎌倉彫 青山常昭 八方刀痕文盛皿 https://www.ao-kamakurabori.jp/

鎌倉彫 奴田伸宏 屈輪文長方盆

村上木彫堆朱 小杉和也 四季の盛皿 https://tuishu.jp

山中漆器 東藤達也 杯「雲龍」

山中漆器 針谷絹代 ふくろう蒔絵手元供養箱 http://urushiarthariya.com/

山中漆器 針谷祥吾 カワセミ蒔絵　ネクタイピン http://urushiarthariya.com/

山中漆器 針谷祐之 蒔絵食卓セット「翡翠」「金魚」 http://urushiarthariya.com/

輪島塗 藤野靖男 波濤蒔絵矢筈盆

輪島塗 吉田宏之 月皿

漆器 島川千世 端反三つ椀　溜

漆器 島川千世 端反三つ椀　木地呂

飛騨春慶 山﨑賢治 藤蔓筒竹・飾台

京漆器 遠藤公譽 張抜一閑鷹之羽皿　五客

紀州漆器 谷岡公美子 赤根来塗サラダボール

香川漆器 中田陽平 象谷塗ビアカップ　ペアセット http://nakatashikki.com

南部花形組子 舘功 書院衝立

つる細工 矢部晋也 山葡萄花結び編み　手提げかご
https://www.pinterest.jp/hsstepo
ne/

樺細工 経徳明夫 総皮茶筒みがき皮十字模様

南木曽ろくろ細工 酒井髙男 欅造り食籠

越前指物 長尾創 六瓢-mubyo- http://uesaka-sashimono.com/

備前焼コーヒードリッパー　Tear　Drip鳴滝窯　安藤騎虎備前焼

http://tougei-seiko.com/
http://narutaki.blog.fc2.com/
http://narutaki-online.com/
http://atelier-von-marie.com/
http://www.yozaemongama.com/
https://tukinomusi.jimdo.com/
https://urushiakimi.com/
http://nakamotomokkou.com/
https://www.ao-kamakurabori.jp/
https://tuishu.jp/
http://urushiarthariya.com/
http://urushiarthariya.com/
http://urushiarthariya.com/
http://nakatashikki.com/
https://www.pinterest.jp/hsstepone/
https://www.pinterest.jp/hsstepone/
http://uesaka-sashimono.com/


越前箪笥 小柳範和 桐と杢のからくり小箪笥

宮島細工 沖田要 食籠マグニフィカ

宮島細工 永谷早登 銀杏輪花　大皿小皿

南部鉄器 大村敏宏 鉄瓶「斜め縞霰」

南部鉄器 佐々木奈美 丸形　三つ子霰連なり文様

南部鉄器 佐々木奈美 茶筅形籠目模様

東京銀器 亘理立 純銀氷紋茶器 https://www.cims.jp/sun/kohryu/

高岡銅器 (株)山口久乗 リンフローラ http://www.kyujo.co.jp

越前打刃物 増谷泰治 レターオープナー　リコルネ　YOSEGI https://ryusen-hamono.com/

堺打刃物 山本真一郎 銀3　新型柳刃　210㎜ https://www.sakai-hide.com/

東京仏壇 織田清春 旅する仏壇

金沢仏壇 株式会社池田大仏堂 ウイスキーボトルケース http://www.ikedadaibutudo.com/

名古屋仏壇 武藤久由 thin～揃え～ http://urushi610.com

京仏具 丸三仏壇店 祈り　～扇形～ http://www.03butsudan.com/

播州そろばん 髙山辰則 家内安全そろばん

熊野筆 實森将城 黒と赤にFUDE http://sanemori-seijitsudou.com/

甲州水晶貴石細工 土屋隆 水晶盃【雪華舞う】 https://www.tsuchiyakasho.jp/

江戸木目込人形 柿沼正志 羽衣伝説　香りとの融合
http://www.kakinuma-
ningyo.com/

江戸木目込人形 金林健史 華毬 https://www.mataro.co.jp/

https://www.instagram.com/koko
nkougei_
http://hakatacraft.com

囲碁盤 吉田寅義 七寸天柾 http://gobanya.net/

東京七宝 畠山弘 eternal http://www.tokyo-shippou.com

如雨露 根岸洋一 Water Can

京扇子 豪阿弥 勾扇 https://www.kyofuan.com/

京扇子 米原康人 五明扇　無常 https://kinsaisensu.com/

京表具 木南拓也 折灯華（大輪） http://fusuma-kyoto.com

http://kyo-hyougu.com/

http://gengoro-kyoto.com/

金彩工芸 上仲昭浩 本革製道中財布　姫路黒桟革　竹節麻の葉銀
https://blog.goo.ne.jp/hudurukoug
ei

薩摩切子 中願寺舞 涼波 https://satuma-vidro.co.jp/

田中善茂京表具 「反故　Hougu」

七宝亥～Reversible～緒方恵子博多人形
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