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10 月 23 日 ( 水）-11 月 5 日 ( 火）

ISETAN DESIGN WEEK 2013 の根幹ともなる「ふしとカケラ」展を本館１階＝ザ・ステージで展開する伊勢丹新宿店。
5 階のリビングはもちろん、ファッションやフードまで、さまざまな「HAND MADE BY / FOR ME」的な暮らしの形を提案します。

伊勢丹新宿店 本館１階 = ショーウィンドウ , 本館 1 階＝ザ • ステージ（〜 10/29（火））, 本館５階＝リビングフロア 他

〒 160-0022 東京都新宿区新宿 3-14-1　大代表：03-3352-1111　営業時間　10:30 〜 20:00



Special show window

この 10 年でスローライフやロハスといった言葉も一般的になり、口にする食材がどこでどのように作られたものなの

かを日々意識したり、都心を離れ自然豊かな土地でゆったりとした時間を楽しむ人もずいぶん多くなりました。　

こうした動きは、大量生産＆大量消費を促す資本主義や高速化する情報化社会へのアンチテーゼだとも言われますが、

それにも増して、時流に振り回されることなく、自分に見合ったリズムで時を過ごし、リアルな感覚で等身大の暮らし

がしたいという素直な気持ちの表れであるとも考えられるでしょう。

今年で 6 年目を迎える ISETAN MITSUKOSHI DESIGN WEEK では、こうしたニーズに答えるべく、「HAND MADE 

BY / FOR ME」というテーマのもと、伊勢丹新宿店、日本橋三越本店、銀座三越という基幹３店舗において、全 30

を超えるイベントを一斉に開催いたします。

クリエーターや職人の丁寧な手仕事によるオリジナルプロダクトから、時代を超えてタイムレスな価値を持った名品まで、

個々人の感性に直接的に訴えかけるメッセージを秘めた多様なアイテムをお楽しみいただきたいと思います。

時代をつむぎ、私をつむぐ。

等身大の暮らしのかたち。

HAND MADE BY / FOR ME

ものづくりの裏側には、素材を吟味し、人が手を動かし、さまざまな道具を使いながら、丹念に一つひとつ組み上げて
いくといういくつもの工程があります。完成されたプロダクトからはなかなか読み解けないこうしたプロセスを、今回
は「HAND MADE BY / FOR ME」というテーマに合わせ、伊勢丹新宿店本館の 13 面のウィンドーを使って表現し

ていきます。1 階と 5 階で紹介するリビング関連から 6 つのプロジェクトをピックアップ。それぞれのものづくりの
ストーリーを感じる、貴重なアイテムもご覧いただけます。

ものづくりの背景を語る、ウィンドーディスプレイ

10/23 水-11/5 火

本館１階＝ショーウィンドウ
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参加ブランド：マルニ木工、マリメッコ、ルーシー・リーへのオマージュ、ヨブス、ナプロン、バカラ＆クリストフル

※画像はイメージとなります。



深澤直人、ジャスパー・モリソンと恊働を続ける広島の家具メーカー、

マルニ木工。日本の精緻な家具づくりと現代デザインの融合を目指し

てきた同ブランドが、ISETAN DESIGN WEEK 2013 では、不均一な

自然素材の姿やプロダクトの経年変化という、これまでほとんど触れ

られてこなかった課題に目を向け、魅力たっぷりのオリジナルプロダ

クトを期間限定で発表します。

元来、天然の恵みを受けながら豊かに育った木々に、一つとして同じ

ものはありません。私たちの顔にホクロやエクボがあるように、フシ

があったり木目の文様もそれぞれ。しかし、これまで生産効率や素材

の均質化を優先するがあまり、製材過程で排除されてきた個性を持つ

木材にこそ、本来の自然の在り方があるのでは……。こうした考えの元、

今回深澤直人デザインの椅子「HIROSHIMA」に、敢えてフシのある

部材を使った限定バージョンを発表します。また、ミナ ペルホネンが

手がけた座面のファブリックには、カケラ（裁断した際に出るはぎれ

などの余り布）を使ったパッチワークバージョンのほか、使い込んで

次第に糸が擦れるとともに、素材のなかに織り込まれた別色の糸が現

れるという、経年変化も楽しめるデザインのオリジナルバージョンも

登場します。一つひとつ顔が異なる椅子は、共に過ごした時間ととも

に、さらに使い手だけに個性的な表情を見せる特別な一脚へと仕上がっ

ていくのです。

自分だけの一脚を見つけ、

育てていくという、暮らしの楽しみ方。

「ふしとカケラ」
MARUNI COLLECTION HIROSHIMA with minä perhonen 1

きれいな木目の部分だけを使って作られる家具の清浄さには魅力がある。

反対にふしやカケラを繋ぎ合わせて作られる家具にはまた違った味わいもある。

端材やカケラを無駄にせずものづくりをするとものにやさしい思いがしみ込む。

たった一つしかないものができる。これは自分だけのオリジナルになっていく。

自分だけの椅子がほしい。自分だけの座がほしい。自分だけの木目がほしい。

そこに使う人の愛がしみ込んでいくものをみんな欲しいに違いない。

──深澤 直人

この HIROSHIMA を手でなぞる時、作った人の仕事への愛着が伝わってくる。

微妙なカーブと滑らかな感触は作り手の想いの姿だと感じられるからだ。だから

こそ工程の途中に現れる " ふし " という個としての証が愛おしく感じられる。

木目が木の生きた時の経過の景色だとしたら " ふし " は木の生命が通った出来事

の記憶のようなものではないだろうか。ミナ ペルホネンの布のカケラも時の経

過の中で集められたもの達だ。みんな少しずつ違う。それは自然の生命と同じこ

となんだ。 

──皆川 明（ミナ ペルホネン）

message

深澤直人がデザインしたアームチェア「HIROSHIMA」のふしありに、ミナ ペルホ
ネンの “ カケラ ” のパッチワーク座面。端材をパッチワークして作った無垢天板の
MALTA。

①経年変化によって擦れたところから別の色が出てくるミナ ペルホネンによる
オリジナルファブリック「OTTO」。②天板と口板部分に端材をパッチワークして
造ったマルニ木工のインハウスデザイナーによるオリジナルチェスト。③皆川 明に
よる本プロジェクトのロゴ。④ HIROSHIMA の座面の形をモチーフにカケラのパッ
チワークを施したスペシャルバッグ「kakera bag」。

10/23( 水）-10/29( 火）

本館１階＝ザ・ステージ
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OGATA Inc.×TOHOKU KOUGEI
仙台を拠点に、独創的な発想でオリジナル家具や店舗＆住宅建築
を手がける OGATA Inc.。本展では、デザイナーの尾方釿一代表
作「BEAN STOOL」が、伝統工芸である仙台堆朱（彫漆の一種。
仙台堆朱では、漆層の彫刻にさらに色入れをするのが特徴）をの
技術を活かし、現代風にアレンジしたスペシャルバージョンとし
て登場します。　本館 5 階＝家具

マルセル・ワンダースの世界〜銀とクリスタル
華やかさとユーモアのセンスの裏に見え隠れする、詩的な感覚。
現代的なデザイン表現を武器に、世界中のブランドと恊働するデ
ザイナー、マルセル・ワンダースの仕事のなかから、今回は特に
クリストフルとバカラという、フランスを代表するラグジュア
リーブランドの製品をセレクトしました。　本館 5 階 = 洋食器

MARIKAUPPA へようこそ　marimekko
8月28日に本館5階に国内初のコンセプトコーナーショップをオー
プンしたマリメッコ。「MARIKAUPPA」とは、「お店」をフィン
ランド語でフレンドリーな言葉で表しもの。マリメッコの宝物

（限定品や廃盤になったファブリックなど）を見つける楽しいマー
ケット。今回は人気のクラシックプリント「PUKETTI」を用いた
伊勢丹限定商品ほか、スペシャルアイテムを多数ご紹介します。
本館 5 階＝ザ・ステージ #5

Fritz Hansen meets DESIGNERS GUILD
1872 年創業のデンマーク老舗ブランド、フリッツ・ハンセン。
アルネ・ヤコブセンがデザインし、半世紀に渡り愛され続けてき
た名作セブンチェアに色どり豊かな張り地のスペシャルバージョ
ンが登場します。ファブリックは、独創性溢れるデザインが話
題のデザイナーズギルドによるもの。本館 5 階 = 家具
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Knoll Textiles
バルセロナチェアからオフィス家具まで展開するアメリカの家具
メーカー、ノール社から、昨年より百貨店では初の取り扱いとな
る Knoll Textiles のカーテンを紹介。  本館 5 階＝カーテン

LIFE is ART 〜 Lucie Rie にあこがれて
優美な静けさを持つルーシー・リーのうつわ。彼女に影響を受け
た青木良太、岡崎裕子など、国内作家約 10 名によるオマージュ
作品を紹介。  本館 5 階＝グローバルダイニング

4 人のアーティストによるスカンジナビアンデザイン
ハンドペイントによるシリーズ「black is blue」を手がけるアンヌ・
ブラック（デンマーク）をはじめ、注目を集める現代の北欧デザ
イナー 4 名の作品を紹介。  本館 5 階 = グローバルダイニング

ベルント・フリーベリ展
繊細な色合いと豊かなフォルムが人気のスウェーデン人陶芸家、
ベルント・フリーベリ（1899 〜 1981）のヴィンテージコレクショ
ンを一堂に集めます。  本館 5 階＝グローバルダイニング

ヨブスの 2 つのダイニングルーム〜リスベット＆ゴッケン・ヨブス

1944 年創業のスウェーデンの手染めテキスタイル工房、ヨブスを
代表するリスベット＆ゴッケン・ヨブスの特製パッチワークやヴィ
ンテージ商品を紹介します。  本館 5 階＝ダイニングデコール
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PLAYWORK! DESIGN PAPER FACTORY
─ NEWSED POP UP STORE BY NEWSED PROJECT ─
自分好みの表紙とリフィルを選び、製本して、オリジナルのノー
トをつくる体感型のショップ。紙と向き合う、ワクワクしたきっ
かけを提案します。  本館 6 階＝趣味雑貨
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岡崎裕子



&PETS PROJECT
〜クリエーターが考える id タグ展
ペットと飼い主の関係を大切に考えるアン
ドペッツが、10 組のクリエーターと組ん
で id タグ（迷子札）ほか、オリジナルグッ
ズを販売。本館 6 階＝ドッグデコ

デザイナーズフレーム
フランスのアイウェアブランド、J.F. Rey
とそのセカンドライン BOZ から、知的で
センス溢れるこだわりのフレームを中心に
多数紹介します。本館 7 階 = メガネ

a part of me 〜 Tove Jansson の世界〜
ムーミンで知られるフィンランドの作家、
トーベ・ヤンソンの愛すべきキャラクターた
ちをシンプルにデザインしたウェアや小物
をご紹介します。
本館5階＝Y's for living + fabric furnishings

＜ NAPRON ＞　Pop-Up  Shop
ファッション感覚で使えるかっこいいエプ
ロン「NAPRON」。素材、形の異なる数種
類のポケットから好みのものを選び、その
場で縫い付けてオリジナルエプロンを。
本館 5 階＝家庭雑貨
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A.P.C. QUILTS FOR ISETAN SHINJUKU
A.P.C. のコレクションから生まれた多数
のテキスタイルを自在に使ったキルト製品

「A.P.C. QUILTS」を一堂に揃えて、エク
スクルーシブなイベントを展開します。
本館2階＝ザ・ステージ#2※10/29（火）まで

その他、本館、メンズ館の各階でも
ISETAN DESIGN WEEK にあわせ
イベントの開催、限定品の販売など
が登場します。

道正千晶─ファイバーアートキルト展
多様な素材を使い、複層的に布をたたみ、
つまみ、重ねながら、独自の世界観を表現
する道正千晶、キルトから進化した布、ア
―ト作品を紹介します。
本館 5 階＝アートギャラリー

meet "KOKO YAMASE"
著書『かわいいクチュールリメーク』で知ら
れるデザイナーの山瀬公子。彼女のクチュー
ルリメイク技術をふんだんに取り入れたアイ
テムを中心に、ブランド＜ Koko and Yosuke
＞と＜ MATRIOCHKA ＞をクローズアップ。
彼女の世界感が広がる１点ものアイテムが多
数登場。本館 3 階＝リ・スタイル

EACH × OTHER "ART MEETS FASHION"
詩人やミュージシャンとコラボレーション
しながらつくるパリ発のファッションブラ
ンド、イーチアザーが日本の展開を本格的
に開始します。
本館 3 階＝ザ・ステージ #3

クリスチャン・オーディージェー　ワインフェア
モダン・タトゥーの第一人者、クリスチャ
ン・オーディージェーによる、タトゥーを
ベースにした斬新なデザインのワインボト
ルで、見た目にも楽しいワインの世界を提
案します。　本館 B1 階＝グランド カーヴ
※ 10/29（火）まで

ISETAN DESIGN WEEK 2013  
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Upcycle 〜現代に感じる高岡・能作伝統の技術〜
1916 年に創業し、仏具や茶道具をつくってきた老舗、能作。
今回は、眠っていた昔の型を現代によみがえらせるため、茶道具
用のアイテムを花器として提案するなど、アップサイクルをテー
マにイベントを開催。また、富山ガラス工房とのコラボレーショ
ンにもトライします。  本館 5 階＝リビングステージ

ONKO CHISHIN 〜温故知新〜　
地中海シリーズ／ MEDITERRANEAN by maruni
1979 年に伊勢丹のために開発され、現在ではマルニ木工の定番
家具として知られている地中海シリーズ。34 年の歴史を振り返
りつつ、廃盤となったアイテムから 2 点をリメイク。長く愛さ
れてきた家具にさらなる価値を見いだし、現在、そして未来へと
繋いでいきます。  本館 5 階＝家具サロン
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MITSUKOSHI DESIGN WEEK 2013

HAND MADE BY / FOR ME
日本橋三越本店では、古き良きゆったりとした時間の流れ、情感がたっぷりこもった手業を、しっかりと受け継ぎながら、
現代らしい表現へと融合していく。新旧にこだわらず、本質の良さを追求するプロジェクトを展開していきます。

10/23( 水）-11/5( 火）

日本橋三越本店　本館５階リビングフロア 他

4輪島キリモト・桐本木工所
輪島で三代つづく朴（ほお）木地屋、輪島キリモト・桐本木工所。
今回は、江戸時代に使用された盃洗をリメイクしたコンポートや
祭礼の祭に使用されていた、供物台を装飾用の壁掛けにアレンジ
するなど、こだわりの漆器を紹介します。展示会期間中には、代
表の桐本泰一によるトークイベントも開催予定。　本館 5 階＝
デイリーダイニング

オモヒデザイン
独特の色づかいで、やさしく幻想的な世界を描き出す絵本作家の
いちかわともこの絵やマトリョーシカ人形はじめ、過去〜現在〜
未来の時空を自由に行き来するようなファンタジー溢れるプロ
ダクトを一堂に集めました。ハンドクラフト感溢れる世界を存
分に堪能いただけると思います。  本館 5 階＝リビングステージ
(10/23 〜 10/29）＆スペース #5（10/30 〜 11/5）



和デザインスタイル
monmaya ＋鈴木茂兵衛商店
明治 5 年創業の門間屋（仙台箪笥）× 高橋
理子、慶応元年創業の鈴木茂兵衛商店（ちょ
うちん）×MIC ITAYA という、新旧のクリ
エイティブが交差するプロジェクト。
本館 5 階＝ J・スピリッツ

JOY FOR 〜暖かく・楽しく・喜びを与える
クラシックな柄のレースやウール、サテン
リボンなどをあしらった、上質でクラシッ
クながらかわいらしく温かみのあるペット
ウェアを展開します。　本館屋上＝ペット
サロン

糸でできる あんなこと こんなこと
京都の糸メーカー、フジックスとのコ
ラ ボ レ ー シ ョ ン に よ り、 さ ま ざ ま な
糸、 タ ッ セ ル や 手 ま り、 ア ー ト 作 品
まで糸を使った作品を多数紹介。気軽
に参加できるワークショップも開催し
ま す。　 新 館 8 階 ＝ ク ラ フ ト ホ ビ ー

My Christmas Decoration 
by Mackenzie-childs
ユニークなテーブルウェアやインテリアを
手がけるニューヨークのブランドから、製
造過程で割れてしまった陶器の破片をリサ
イクルしたツリーのオブジェを紹介。 
本館 5 階＝マッケンジー・チャイルズ

DESIGNED by KEI AKACHI
石川県で活躍する九谷焼作家の赤地径が、
縁起の良い動植物を描いた「吉祥紋」を九
谷らしい鮮やかな色で絵付した器を展開し
ます。　本館 5 階＝デイリーダイニング

MITSUKOSHI DESIGN WEEK 2013  HAND MADE BY / FOR ME
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1312 井ノ口美術織物「かさねつづれ織り」
スマートフォン・タブレットケース オーダー会
京都・紫野に 1929 年創業。純金箔やプラチナ箔、漆箔などを織
り込んだ「箔つづれ」と、文様を 2 つ、３つ重ねて織る「かさね
織り」を組み合わせた「かさねつづれ織り」という独特の技法で、
iPhone5 や iPad mini のケースを製作しました。約 50 種の生地
からのオーダーも可能。　本館４階＝和雑貨サロン

鈴木秀昭 × 戸出雅彦 × 叢 -Qusamura-
小田康平率いる広島の植物屋「叢（くさむら）」は、「いい顔をして
る植物」をコンセプトに、独自の表情を持つサボテンや多肉植物を
扱っている。本展では、個性溢れる作品をつくる金沢の陶芸家、2
人が手がけた鉢と叢の植物たちがコラボレーション。単なる植木鉢
ではなく、総合的なア―ト作品として発表します。
本館 6 階＝美術工芸サロン

PRESS CONTACT： 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 宣伝部（伊勢丹 PR 担当：佐藤・キム）tel. 03-3225-2474 sato_naomi@imhds.co.jp / kim_hyojung@imhds.co.jp
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古伊万里に魅せられて
伝統的な古伊万里様式の絵付技法を用い、
現代を代表する宮岡麻衣子、岩永浩、高森
誠司という３名の陶芸作家が競演します。
本館 5 階＝特選和食器



伊藤忠ファッションシステムのマーケティングマネージャーとして、さまざまな
業界のトレンドを独自の切り口から分析してきた川島蓉子。今回、銀座三越内に
独自のセレクトによる「川島屋未来百貨店」をオープンします。商品をお客さま
にわかりやすく、臨場感をもって伝えていく、新しい仕掛け「おためしプロジェ
クション」にチャレンジします。　8 階＝銀座スタイル／シンプリーハート

MITSUKOSHI DESIGN WEEK 2013

HAND MADE BY / FOR ME
銀座三越では、デザインやものづくりに大きな影響を与える女性たちの豊かな感性や表現にフォーカス。「輝きを放つニッポ
ンの女性目線〜メッセージ・オブ・ライフ」と題し、注目の女性たちの世界観、価値観を共有できるアイテムやプロジェクト
を発表します。

川島 蓉子（かわしま ようこ）  ifs 未来研究所所長
1961 年新潟市生まれ。早稲田大学商学部卒業、文化服装学院マーチャンダイジング科修了。 ファッションと
いう視点で消費者や市場の動向を分析し、アパレル、化粧品、流通、家電、自動車、インテリアなどの国内外の
企業と、ブランド開発・デザイン開発などのプロジェクトを行う。多摩美術大学非常勤講師。G マーク審査委員。
読売新聞、日経 MJ、繊研新聞、ブレーンなどに定期的に寄稿。著書に「ビームス戦略」（PHP 研究所）「伊勢丹
な人々」（日本経済新聞社）、「チャーミングな日用品 365 日」（ハースト婦人画報社）など多数。

10/23( 水）-11/5( 火）

銀座三越　8 階リビングフロア他

6 階　子供向けギフト＆デパ地下・・・あったかい気持ちで贈りたいもの

5 階　リラックス・・・ほっとするひと時をサポートしてくれるもの

4 階　テーブル＆キッチン・・・台所や食卓を彩るもの

3 階　オフィス・・・仕事に潤いを与えてくれるもの

2 階　ドレッサー・・・装いをサポートしてくれるもの

1 階　アクセサリー・・・装いに華を添えてくれるもの

01

2 階 
「amabro」豆皿 "MAME"

3 階 
クラスカ ギャラリー＆ショップ ドー　
整理箱

６階 
「クラスカ ギャラリー＆ショップ ドー」
白だるま６個セット

5 階 
「ブナコ」　テーブルランプ

【川島屋未来百貨店フロアガイド】

川島屋未来百貨店

02
ファッションスタイリストとして、トップクラスの仕事をこなしてきた犬走比佐乃。
食からインテリアまで、ライフスタイル全般にこだわりを持つ彼女の視点から、
上質な暮らしのためのもの選びを学んでいきます。　8 階＝リラックスタイム

犬走比佐乃　（いぬばしり ひさの）ファションスタイリスト
文化女子大学短期大学部被服専攻科を卒業し、SUNデザイン研究所に入社。主にファッションショーのスタイリストとして高田賢三、サン・ロー
ラン、クリスチャン・ディオール等のショーの制作に携わる。1985 年、SUN デザイン研究所より独立し、フリーランスのスタイリストとして、
ファッション全般の広告、雑誌関係の仕事を中心に、セミナー、トークショー等でも活躍している。

犬走比佐乃のお気に入り〜ラグジュアリーオフタイム〜

川島蓉子　トークショー

■ 11 月 3 日（日）　15:00 〜　

８階銀座スタイルシンプリーハート

「バックレーベル」
コットンとカシミアを組み合
わせたガウン

「クラブハードマン」
フェイスタオル
バスタオル

「コマ」
カシミヤストール

※イベントは日時が変更する場合がございます。



田中 陽子 　（たなか ようこ）  暮らしのクラフトゆずりは店主。
1955 年、青森県生まれ。 青森・秋田・岩手をはじめとする東北の工芸（手仕事）を紹介するお店『暮らしの
クラフトゆずりは』を 1989 年十和田にオープン。現在、東北を愛する真摯な気持ちと、現代風のセンスが相まっ
て生まれる「ゆずりは」ならではのセレクトされた作品の数々は、全国に多くのファンをもつ。十和田（青森）
から全国各地へと展示会を開催し、講演活動等も行うなど多忙な日々を送る。著書に『ゆずりはの詩』（主婦と生
活社：2007 年）がある。 

食まわりは、特にこだわりを持つ女性も多いはず。金属加工業が盛んな新
潟燕市からチタン真空カップを生み出し＜ SUS gallery ＞のクリエイティ
ブディクターとて活躍する鶴本晶子が、テーブルを、そして暮らしをデザ
インで包むアイテムをコレクションします。その他、「進化する切子」と題
し、女性作家による切子展も同時開催します。
8 階＝リミックススタイル / シーズンズ

伝統的な漆の世界に独自の視点でクリエーションを繰り広げ、現代のライフ
スタイルの中で、日本のすばらしい伝統的文化である漆や蒔絵の魅力をもっ
と身近に楽しんでいただきたいというメッセージを込めて企画制作している
漆工芸　大下香仙工房。その工房の中で企画、デザインをしている大下亜紀
香。今回は「Once Upon a Time　昔むかし　あるところに…」をテーマ
にジュエリーや小物、器など女性らしい視点の作品をご紹介いたします。懐
かしくドリーミーな作品に乞うご期待。　8 階＝ジャパンエディション

鶴本 晶子　（つるもと あきこ）SUS gallery クリエイティブディレクター
女子美術短期大学卒業後、NY と東京を拠点に、現代美術家コラボレーターとして、作品制作、マネージメント、
企画に携わる。 ヴェネチアビエンナーレをはじめヨーロッパ、アメリカ、国内の美術館、ギャラリーにおける展
覧会に数多く参加。２００８年より SUS プロジェクトディレクター、ギャラリーマネージャーとして、質の高
いデザインと日本の技術の融合による、 上質でクリエイティブな持続可能社会の実現を目指している。

大下亜紀香（おおした あきか）　蒔絵作家
1998 年金城短期大学日本画家研究科修了。1999 年より父・大下宗香に蒔絵を師事。大下宗香工房にて「KOUkoubou」「Classic Ko」
のブランドでテーブルウェア、アクセサリー、万年筆の製作に携わっています。2004 年より若手女性職人展に毎回出展。
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MITSUKOSHI DESIGN WEEK 2013  HAND MADE BY / FOR ME

「1616/arita Japan」
ボウル M/L プラター

「SUS gallery」
真空二重チタンカップ

山本侑貴子＆鶴本晶子トークショー

■ 10 月 27 日（日）　14:00 〜　

８階=リミックススタイル/シーズンズ

青森県・十和田湖畔にて、東北の伝統工芸を紹介する店「暮らしのクラフ
トゆずりは」を、25 年前から営む田中陽子。東北で手仕事を続ける作家
と共に、「手仕事が現代の暮らしの中でどのようにしたら役立てられるか」
を考えながら、新しい作品を企画。また、ものが生まれた背景や手仕事の
ストーリーを伝えることを大切に、作り手と使い手の橋渡し役として活動
しています。今回は田中陽子が支援している職人（作り手）の工芸をご紹
介いたします。　8 階＝ジャパンエディション

浄法寺漆と曲げわっぱの
朝食膳セット

こぎん刺しバッグ 津軽塗　折敷

03

04

05

田中陽子　トークショー

■ 10 月 27 日（日）　15:00 〜　

８階 ジャパンエディション

女性たちの響宴〜 Small gathering table 〜

「心地よい生活をデザインする〜東北の手仕事〜」

女性漆作家　大下亜紀香によるドリーミーな漆ワールド

※イベントは日時が変更する場合がございます。

※イベントは日時が変更する場合がございます。
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