
工芸品名 出品者名 作品名 都道府県

羽越しな布 大滝順子 山熊田しな布 手提げ
新潟県
山形県

羽越しな布 大滝順子 山熊田しな布　八寸名古屋帯　帯地
新潟県
山形県

本塩沢 酒井織物有限会社 ‘’和‘’ブルゾン 新潟県

信州紬 小岩井カリナ プティクリスマス 長野県

信州紬 武井豊子 訪問着「天の原」 長野県

西陣織 岡本義一 和装バック　光彩菱 京都府

赤穂緞通 見並なおこ 新赤穂手織り絨毯　「花結文」 兵庫県

赤穂緞通 宮本理絵 毘沙門亀甲 兵庫県

本場大島紬 叶若枝 大島紬コート 鹿児島県

本場大島紬 有限会社興紬商店 ぼたん 鹿児島県

東京染小紋 根橋亮一 染帯　異空間 東京都

手挿し型小紋 三橋京子 江戸型小紋切嵌め洒落帯 東京都

松本本藍型染 浜完治 おもかげ 長野県

有松・鳴海絞 山口善照 総絞り小格子文様 愛知県

手描きカチン訪問着 岡根美貴雄 波の総柄 滋賀県

京友禅 安藤染工 京友禅PCケース 京都府

京友禅 上仲昭浩 巾着ショルダー「青貝箔」 京都府

京鹿の子絞
株式会社京都絞美京
松岡輝一

辻が花絞訪問着「辻の細道」 京都府

京鹿の子絞
株式会社京都絞美京
松岡輝一

アロハシャツ「ITAZIME」 京都府

藍染 株式会社　絹や 天然灰汁発酵建て藍染　絞り革財布 徳島県

琉球びんがた 永吉順子 袋帯　「雪夜のポインセチア」 沖縄県

江戸刺繍 遠藤麻美 みんなでおそろい 東京都

日本刺繍 おかのなな PASMOss 東京都

京繍 後藤美鈴 花熨斗 京都府
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九谷焼 仲田錦玉 緑彩梅花唐草文青粒宝瓶 石川県

九谷焼 宮本雅夫 緑彩酒器揃　笹音 石川県

京焼・清水焼 上坂善妙 白菊蒼穹茶器揃 京都府

萩焼 小川浩延 萩梅花皮鉄鉢盛鉢　五客揃 山口県

伊万里・有田焼 梶原真理江 七宝文メディスンケース 佐賀県

三川内焼 平戸松山 陰刻手平戸青海波寿司皿揃え「月」 長崎県

津軽塗 須藤賢一 麻布紋紗塗入れ子盛り器 青森県

鎌倉彫 青山常昭 いちじく文重箱 神奈川県

鎌倉彫 遠藤英明 ざらざら 神奈川県

鎌倉彫り 森本勒弥 唐草文サイドテーブル 神奈川県

村上木彫堆朱 小杉和也 フリーカップ　錦鯉 新潟県

村上木彫堆朱 鈴木伸也 ぐい吞み　四彩麻の葉 新潟県

木曽漆器 小坂進うるし工房 布目根来螺鈿漆筥 長野県

山中漆器 針谷祥吾 翡翠蒔絵大福寺石花生け 石川県

山中漆器 針谷崇之 Butterfly wings Pierce 石川県

輪島塗 中山強 ふっくらカップ　春秋沈金 石川県

津軽傳統組子 齊藤正美 瓢箪型組子照明 青森県

南部花形組子(七宝)、
サヤ型組子

舘功 組子　掛け軸 青森県

樺細工 木元桜皮工芸 HEART CLOVER 花梨 秋田県

大館曲げわっぱ 柴田昌正 Possibility of Magewappa（手洗い鉢と壁掛け鏡） 秋田県

秋田杉桶樽 有限会社樽冨かまた 酒器(小中大) 秋田県

奥会津編み組細工 佐久間宗一 山ブドウバスケット 福島県

奥会津編み組細工 矢部晋也 山葡萄花結びバック 福島県

御盆 當眞嗣人 斑鳩の空、見上げれば 東京都

江戸指物 渡辺和家具製作所 いろは箪笥 東京都

箱根寄木細工 篠田英治 極小寄木宝石箱 神奈川県

箱根寄木細工 本間昇 昇乱寄木抽斗 神奈川県

加茂桐箪笥 三本和好 仙 新潟県

木製照明器具 わにくらふと 千鳥格子照明器具 岐阜県



山中漆器 工房なかじま 鉢（ボール） 石川県

京指物 田原寛季 茶筒 京都府

栢森木工 もこれび堂　早瀬孝志 森の水紋 奈良県

松江藩籐細工 川口淳平 銹籐籠信玄・落実 島根県

江戸和竿 竿貴 真鮒竿 東京都

別府竹細工 玉井有見 亀甲編み蓋付き籠「月華」 大分県

南部鉄器 佐々木奈美 ブルーレースフラワー 岩手県

南部鉄器 澤野諒和 line kettle 岩手県

南部鉄器 髙橋大益 丸甑口型鉄瓶二重平鉉 岩手県

南部鉄器 髙橋大益 鉄の珈琲焙烙 岩手県

東京銀器 沼田守康 野うさぎ 東京都

鋳金 横塚裕多加 江戸鉄瓶「富士」 東京都

東京銀器 亘理立 古代紋市松角皿揃 東京都

高岡銅器 株式会社竹中銅器 七極 富山県

堺打刃物 株式会社福井 刃道 墨 青一ﾀﾞﾏｽｶｽ牛刀7寸巾広 総霜降皮柄 大阪府

堺打刃物 笠原重廣 Hoccho 大阪府

京仏壇京仏具 株式会社 金箔押 山村 GOLDLEAF OBJECT 京都府

京仏壇京仏具 株式会社丸三仏壇店 京彩花 京都府

石州和紙
かわひら
（石州半紙・和紙製造販売）

「神の国から」つむぎ糸手編みストール 島根県

川尻筆 畑幸壯 化粧筆　AkebonoⅡ 広島県

編み組細工 八幡義友 リバーシブルな山ぶどうかご 岩手県

高崎剣道具 西山啓市 紺鹿革 二分五厘刺 顎 胸 ナナメ刺仕立 剣道具 群馬県

江戸切子 青山弥生 orinas 東京都

江戸べっ甲 有限会社　石川べっ甲製作所 TOWA GLASS 東京都

江戸切子 篠崎翔太 蓋物　菊繋ぎ 東京都

江戸切子 株式会社清水硝子 丸タンブラー 「交互縞」 東京都

江戸切子 野口友和 ロックグラス「王冠」 東京都

江戸切子 野口友和 テーブルランプ「王冠」 東京都

甲州印伝 山本裕輔 がまぐち多機能ケース 山梨県

岐阜和傘 髙橋和傘店 網代日傘　軒奴 岐阜県



駿河張下駄 花森商店 籐andコルク 静岡県

尾張七宝 田村有紀 孔雀文様七宝宝石箱 愛知県

京都切子 西眞り子 星羅杯 京都府

京扇子 菱田隆之 和紙 de WOVEN 京都府

丸亀うちわ 岡田清子 夫婦獅子頭 香川県

琉球アダン編み 木村麗子 琉球パナマ帽子 沖縄県

庄川挽物木地 横山勝次 ティーポットとポット 富山県

伊勢形紙 佐藤利一 渋あかり「縞」 三重県

真岡木綿 真岡木綿工房 ふきの葉草木染　着尺反物 栃木県

十日町明石ちぢみ 吉澤織物株式会社 光の晶 新潟県

十日町明石ちぢみ 吉澤織物株式会社 星月夜 新潟県

有職小物 合同会社 堺町御門前平七 巾着バッグ 京都府

京鹿の子絞 合同会社monova KIZOMÉ　kizomé+ミニトートバッグ 京都府

波佐見焼 宮木初雄 燦セラ「エコ」コーヒーフィルターセット 長崎県

漆器 旬馬ゆきの Ninja Never Fights - Ofukuwake 富山県

宮城伝統こけし こだまproject Dentoh -伝灯- 宮城県

土佐打刃物 嶋﨑絵里 kishimame ペティナイフ 高知県

琉球パナマ帽子 PERIODOS 琉球パナマ　PORKPIE HAT 沖縄県
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