
賞名
工芸品名

作品名 氏名 産地

内閣総理大臣賞

甲州印伝
鳥獣人物戯画 袋物一式 「まう・ね

らい・かける・みなも」
芹澤 依子 山梨

経済産業大臣賞

山中漆器 銘々皿 うず塗 清水 一人 石川

経済産業省製造産業局⾧賞

江戸切子 小鉢「花紡ぎ」五客揃え 篠崎 英明 東京

中小企業庁⾧官賞

仙台箪笥 欅玉杢脇机 青葉の風 増野 繁治 宮城

日本商工会議所会頭賞

廣島漆器 coro 高山 尚也 広島

全国商工会連合会会⾧賞

加茂桐箪笥 希 三本 和好 新潟

全国中小企業団体中央会会⾧賞

東京銀器 四方水花入揃 亘理 立 東京

一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会賞

南部鉄器 鉄瓶「算珠型」肌紋様 1.0L 菊池 飛鳥 岩手

日本伝統工芸士会会⾧賞    

紀州へら竿 田中 和仁 和歌山

若手奨励賞

京焼・清水焼 infini Demitasse 紀澤 京都

若手奨励賞

南部鉄器 平筒形 七宝模様 佐々木 奈美 岩手

若手奨励賞

甲州印伝 ガッサイ（紫檀木画槽琵琶柄） 山本 裕輔 山梨

バイヤー賞

琉球びんがた 浴衣・本仕立て「松竹梅」 永吉 順子 沖縄

バイヤー賞  

輪島塗 市松⾧手二段重 吉田 宏之 石川

2020年度 全国伝統的工芸品公募展入賞者

紀州へら竿 和人



工芸品名 作品名 応募者名

秩父太織 リバーシブルストール 和田壽子

十日町明石ちぢみ 七三取り立涌文 吉澤武彦

十日町明石ちぢみ 夏夜の華 吉澤武彦

本塩沢 母・娘・孫娘できものおしゃれ（新しい生活様式版） 株式会社やまだ織

本塩沢 絣の響演 酒井織物有限会社

近江上布 包（ほう） 山口礼子

綴錦 緞帳の織師がつくるラグ 清原織物

西陣織 オーロラ 森あい

鳥城紬 木漏れ日 須本雅子

博多織 博多織帯　総二重浮　「和　なごみ」 岡部由紀子

博多織 手織り八寸帯「青の射光」 近藤啓子

博多織 道 古賀陽子

本場大島紬 奄美の黒うさぎバック 川口美喜枝

本場大島紬 らうらうじ たけがわ織物　竹川忠克

本場大島紬 たんじょう たけがわ織物　竹川忠克

久米島紬 グバンヌミーパサンビーマ３玉 神里智江

久米島紬 十字絣井絣3玉６玉 毛利玲子

東京染小紋 眠らない街2020 小林義一

東京染小紋 縞に格子 廣瀬雄一

東京手描友禅 formal pacchin Ⓡ 鷹取麻利子

東京手描友禅 希望 森川雄大

藍染 藍染革　江戸小紋　一本差しペンケース 原田賢一

手描きカチン 北山杉訪問着 岡根美貴雄

京鹿の子絞 Shibori-Artpanel　「海中から見上げた空」 株式会社京都絞美京　松岡輝一

京友禅 小々袖　宝船模様鶴亀 小々袖青木

京友禅 小々袖　熨斗目模様 小々袖青木

京友禅 朦朧 座布団・クッション 松木眞澄

琉球びんがた 立秋大凪　りっすーうーどうり 碇万梨子



工芸品名 作品名 応募者名

こぎん刺し 半幅帯とあけび底手提げ 有限会社弘前こぎん研究所

日本刺繡 桐香り箱　「My Favorite Fragrance」 高橋刺繡店　齋藤優子

京繍 雪月花の時 後藤美鈴

あさか野焼 le mompe　銚子酒器 志賀喜宏

二本松萬古焼 ほっこりん　－そくらー 井上窯　井上善夫

笠間焼 笠間色　そろばん珠鉢 佐藤剛

磁器 赤伊羅釉多用鉢 陣川愛

九谷焼 白金盛葡萄図青粒　中国茶器揃 仲田錦玉

美濃焼 梅花皮志野組鉢 佐藤公一郎

常滑焼 昭龍天目（金蘭） 梅原昭二

常滑焼 ピンク桜 金彩青粒急須 梅原廣隆

京焼・清水焼 赫鉄釉錆肌戦車写茶器 柴田恭久

赤膚焼  すわりんぐい呑み～三輪山　酒まつり～ 大塩博子

萩焼 萩藁白割山椒向付　五客揃 小川浩延

大谷焼 朝昼夜uzusio bowl 田村栄一郎

波佐見焼 染付華地紋散らし大鉢 小森智久

津軽塗 バングルホルダー 坂本彰彦

津軽塗 手許箱　彩（いろどり） 根岸正一郎

津軽塗 津軽モダン「ましかく」櫛目紋紗 有限会社イシオカ工芸

川連漆器 仁右衛門塗沈金酒器 躑躅森祐子

井川メンパ 井川メロンパ 林隆太郎

漆器工芸品 メッセージカード立て付き箸置き　Ko-Tsuzumi-V 旬馬ゆきの

山中漆器 翡翠蒔絵青琥珀ペンダント 針谷祥吾

山中漆器 SUWARI叢雲塗　JAPAN WHITE・JAPAN RED 有限会社浅田漆器工芸

輪島塗 蒔絵ペアグラス 北濱幸作

輪島塗 Multi Plate 中山強

若狭塗 ランプシェード 加福宗徳

紀州漆器 壷　流水 谷岡公美子



工芸品名 作品名 応募者名

廣島漆器 Freedom 株式会社高山清

南部赤松木工 南部赤松風鈴台・ゆらり
株式会社TACT興業　代表取締役

鈴木勝

樺細工 茶入　市松模様 荒川慶太郎

奥会津編み組細工 山ぶどう手提げバッグ 佐久間宗一

奥会津編み組細工 山葡萄かご 矢部晋也

樹皮工芸 黄金比かご 金子幸江

春日部桐箪笥 桐の呼吸　四方柾目寄せ手持ち四段 小野留太郎

箱根寄木細工 鏤　麻の葉　tray(L/M) 小島裕平

信州組子細工
J-kumikoプロジェクト　　組子のリードディフューザー

用 スティック
有限会社三浦木工

信州組子細工 J-kumikoプロジェクト　　組子のコースター 有限会社三浦木工

木工芸、金工芸 拭漆捻八陵手鏡 木金堂

刳りもの きはだ手刳り拭漆盛器 林隆太郎

山中漆器 IPPONGI　深緋　-KOKIHI- 株式会社匠頭漆工

京表具 百鶴 田中善茂

宮島細工 銀杏文様 大皿 小皿 永谷早登

丸亀うちわ 刀剣Ⅱ 河野竹克

別府竹細工 延竹盆 中村理

南部鉄器 菱格子霰鉄瓶 大村敏宏

南部鉄器 コーヒーポット 菊池真吾

高岡銅器 「Water surface　みなも」 株式会社古城製作所

高岡銅器 「MOON PHASES つきのみちかけ」 株式会社古城製作所

高岡銅器 かざりん 株式会社山口久乗

越前打刃物 新野村型　牛刀210ミリ 野村和生

堺打刃物 鏡水 笠原重廣

堺打刃物 三徳庖丁　6寸　「YOSEGI」 山本真一郎

播州三木打刃物 小刀（鮎） 長池廣行（廣雪）

金沢仏壇
三道（香道・茶道・華道）おもてなし菓子器、四季もて

なし菓子器
株式会社池田大仏堂

七尾仏壇 小型仏壇W型 布清信



工芸品名 作品名 応募者名

金属工芸品 銀真鍮製塗香入れ 小林達也

彦根仏壇 お食い初め膳セット 有限会社　吉田松蔵商店

京念珠 蓮 株式会社神戸数珠店　栗塚芳恵

京仏具 最高級厨子「たそがれ」 五明久

和紙工芸品 Artistic   Fan 折田美佐代

雲平筆 筆龍　籐巻筆 藤野雲平

播州そろばん KAGUYA 高山辰則

岡崎石工品 さかえる 鳥居雄司

京石工芸品 十四面体水鉢 伊保弘一

江戸節句人形 鎧手許（よろいてもと） 株式会社甲人　後藤甲世

江戸節句人形 （鎧）名刺収め 株式会社甲人　後藤甲世

編み組細工 一輪の花モチーフの山ぶどうかご 八幡義友

江戸趣味小玩具 江戸火消纏飾 まとい工房南天 渡部 顕

截金細工 星星 “hoshiboshi” 小塚桃恵

如雨露 銅桜製竿長如雨露2号 根岸洋一

江戸切子 表札 関尚子

江戸切子 オールドグラス-孔雀- 根本幸昇

江戸切子 オールド　「万華鏡～春の訪れ～」 大場和十志

江戸切子 半酒器揃え「花火」 大場和十志

甲州手彫印章 ローラー印　伝統文様セット 望月煌雅

駿河塗下駄 ストレッチちいさな一本歯 花森廣悦

尾張七宝 流線　七宝焼ホーンスピーカー 田村有紀

提灯 心の灯火ちょうちん 大島弘庄

京扇子 令和鉄扇　～　plus　α　～ 豪阿弥

京扇子 枯淡 米原康人

大阪切子 切子ランプ
大阪切子安田ガラス工房　安田公

子

熊野筆 熊野筆　花型ボディブラシ 株式会社晃祐堂

長崎はりこ 吊し猫曼陀羅　秋 堀田孝

あさか野焼 combination　タンブラー　金・銀 志賀喜宏



工芸品名 作品名 応募者名

江戸指物 杖&杖台 根本一德

鶴岡シルク シルクストール　さざなみ 鶴岡織物工業協同組合

彦根仏壇 やわらぎ 元持久雄

彦根仏壇 硬象虫蒔絵箱 秋山果耶


	2020koboten02_nyusen
	2020koboten03_nyushou-1

