
工芸品名 出品者名 作品名 都府県

置賜紬 小松寛幸 白たかお召 最上「星彩（せいさい）」 山形

塩沢紬 酒井織物有限会社 ぬくもり 新潟

十日町明石ちぢみ 吉澤武彦 黎明 新潟

近江上布 向井純子 生平 透明感のある飾りのれん 滋賀

博多織 近藤啓子 （手織り八寸帯）「星や夜や」 福岡

博多織 大淵和憲 御朱印帳揃「彼誰時」 福岡

久米島紬 平田とき子 クジリゴーシヒチサギーマルブサー2玉 沖縄

南風原花織 宮城麻里江 南風原花織ワンピース 沖縄

東京染小紋 根橋亮一 モノクロアース 東京

型小紋 三橋京子 手挿型絵羽訪問着 あやめ八ッ橋 東京

有松・鳴海絞 山口善照 花・雨・夜 愛知

手描きカチン 岡根美貴雄 四本すすき訪問着 滋賀

京鹿の子絞
株式会社京都絞美京

松岡輝一
Shibori-Artpanel 「深海」 京都

因州和紙藍染 YOBOTY 藍染因州和紙 廻Kai（もみ紙タイプ・落水タイプ） 鳥取

笠間焼 佐藤剛 笠間色　七十二匁　伸し皿 茨城

笠間焼 小林哲生 灰釉市松文組鉢 茨城

九谷焼 宮本雅夫 九谷色絵真麗線文酒器揃 石川

九谷焼 中村重人 冷酒セット 豊穣文 石川

九谷焼 仲田錦玉 令和九谷五彩　白彩白粒酒器揃 石川

四日市萬古焼 清水醉月 萬古縞文茶器 三重

京焼・清水焼 石田瑛人 金銀彩色絵鮑向付 京都

萩焼 小川浩延 萩梅華皮釉片口向付　五客揃 山口

砥部焼 河野玄容 ＜砥部焼 (流し掛け)盛器・盤＞　（銘）雪どけ 愛媛

筑前国焼・高取焼／博多曲

物／博多織／博多人形

「黒田長政公」顕彰工芸品創

出プロジェクト

代表　宮木初雄

筑前国焼・高取焼「旅茶器」組セット（男性用） 福岡

筑前国焼・高取焼／博多曲

物／博多織／博多人形

「黒田長政公」顕彰工芸品創

出プロジェクト

代表　宮木初雄

筑前国焼・高取焼「旅茶器」組セット（女性用） 福岡

伊万里・有田焼 梶原茂正 青磁るり釉組皿 佐賀

波佐見焼 山口台丹 墨はじき富士菊流水文六寸皿 長崎

波佐見焼 小森智久 波佐見焼白磁陽刻蓋物 壱～伍 長崎

津軽塗 須藤賢一 鏡面盛木（〇・□） 青森

津軽塗 白川明美 唐塗皿「桜・芽吹」 青森

鎌倉彫 志知勢次 大椀 一本線 神奈川

鎌倉彫 青山常昭 桜の髪留め 神奈川

村上木彫堆朱 鈴木伸也 デミタスカップ＆ソーサー　ペア(堆朱・朱溜塗) 新潟

高岡漆器 菅原幸 椿のはりさし 富山

漆器 旬馬ゆきの Tsuzumi - Red Tame & Black Tame 富山

山中漆器 針谷祥吾 翡翠蒔絵 栃四ツ組椀 石川

山中漆器 清水一人 三段重 墨流し塗 石川

輪島塗 北濱幸作 溜塗盛器 石川
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工芸品名 出品者名 作品名 都府県

輪島塗 齋藤弘茂 フルーツ皿「鯛きたる」 石川

八雲びいどろ（ガラス漆

器）
漆工房大燈 武田純 酒器揃え 八雲兎 島根

香川漆器 渡辺光朗 スープカップ3点セット ペアー 香川

岩谷堂箪笥 及川洋 小径の向こうに 岩手

樺細工 経徳明夫 総皮茶筒「側たたみ貼り」 秋田

樺細工 有限会社 冨岡商店 reconstructions（再構築）３個組 秋田

奥会津編み組細工 佐久間宗一 山ブドウ手提げバック 福島

奥会津編み組細工 矢部晋也 山葡萄花結びトートバック 福島

春日部桐箪笥 小野留太郎 桐座手持ち仕事机 埼玉

江戸指物 根本一德 携帯型スマホスタンド 東京

額縁 當眞嗣人 木彩額窓 東京

加茂桐簞笥 有限会社 茂野タンス店 桐コンソール500 新潟

長野県農民美術 春原利二 桑 拭漆 菓子器 長野

木工作品 もこれび堂 早瀬孝志 食卓の彩り 大阪

松江藩籐細工 川口淳平 籐花結編網代編組籠バッグ 鳥取

江戸和竿 竿貴 鴨下貴仁 十本継ぎ鱮竿 東京

高山茶筌 久保左元 彩り茶筌（黒竹） 奈良

南部鉄器 菊池真吾 南部形鉄瓶　若竹 岩手

南部鉄器 菊池飛鳥 鉄瓶「テイク」1.0L 岩手

南部鉄器 山田真 新珠形鉄瓶　幸玉　1.6ℓ 岩手

南部鉄器 大村敏宏 鉄瓶「波紋」 岩手

銀器 相川千明 手網煙管～木目金縞螺旋～ 群馬

東京銀器 沼田四郎 銀製ボタンペンダントブローチ 東京

越前打刃物 野村和生 庖丁野村型 牛刀210 全長350ミリ 福井

堺打刃物 山塚光雄 黒・槌模様 大阪

白根仏壇 株式会社 福宝 手元供養台 NEST 新潟

金沢仏壇 株式会社 池田大仏堂 沈金溜塗蒔絵仏壇 石川

金沢仏壇 塗師岡聖治 市松 石川

尾張仏具 和悠庵（野依克彦） 魚のピンズ ”nanako”シリーズ 愛知

赤間硯、熊野筆、

石州和紙、奈良墨
綴るプロジェクト おてがみせっと「綴り」 山口

土佐硯 足達真弥 袖珍硯 高知

宮城伝統こけし 金盛友実 正月こけし 宮城

江戸切子 野口友和
冷茶碗「風雅」　（赤「香風」　青「風雪」　紫「金

風」　黒「風雅」　緑「葉風」）
茨城

江戸切子 篠崎英明 銘々皿5種揃え 東京

江戸切子 篠崎翔太 酒グラス「宝冠」5色揃え 東京

江戸切子 中宮涼子 酔郷シリーズ　光華　ペアグラス 東京

江戸切子 椎名隆行 砂切子「紅葉」 東京

江戸切子 木本硝子株式会社 ファセットピアス／KIRIKO JEWELRY TOKYO 東京



工芸品名 出品者名 作品名 都府県

江戸切子 木本硝子株式会社 ラインリング／KIRIKO JEWELRY TOKYO 東京

如雨露 根岸洋一 Watering Jug 東京

尾張七宝 原田里子
省胎七宝ランプ　勿忘草と波に蝶

（Vergissmeinnicht）
愛知

京扇子 菱田隆之 KINU KAMI 小紋 「彗 / 渦 / 縞」 京都

京仏壇 松田勉 京都オパールペンダント＆ブローチ（RURI）色 京都

庄川挽物木地 横山挽物木地 横山勝次 たけのこの重 -うすらい塗り- 富山


