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泉山磁石場（有田町）

日本で初めて磁器を焼成した町、有田
今から約 400 年前の 1616 年、朝鮮出身の陶工、李参平（りさんぺい）が有田東部の「泉山」で良質な白磁鉱を発見し、磁器の焼成を始めたのが
有田焼の始まりです。有田地域で生産されたものが総称して有田焼と呼ばれますが、造られた時代、磁器の種類や技術により、初期伊万里、柿右衛門、
金襴手（きんらんで）などの様式があります。1650 年、アジアの交易に従事していたオランダ東インド会社（VOC）が初めて有田焼を購入。
以降、世界への輸出がはじまります。18 世紀半ばまでのおよそ 100 年間で、アジアから遠くはヨーロッパまで、数百万個にものぼる有田焼が
海を渡りました。成型や絵付など有田の卓越した技術は、欧州各国の王侯貴族を魅了し、オーダーメイドによるオリジナル製品も多数制作され
ました。しかし 18 世紀に入ると、中国磁器との価格競争、オランダ東インド会社への輸出制限などのさまざまな背景から、日本国内向けの
量産品に生産の主力をおくようになりました。

有田の現状、大小含め 150 の窯元を擁する町
戦後の経済成長によって国民生活が豊かになることで、有田焼の需要が高まり、生産量が増加しました。しかし、90 年代初頭には日本経済の
バブル崩壊をきっかけにその売上げは減少を続け、現在ではピーク時の 5 分の 1 に。海外で製造される大量生産の安価な商品の普及、生活様式
（特に食生活）の変化など近代化の急速な流れに対応しきれて来なかったがために、現在、大小含め約 150 という窯元を抱える有田という生産
地は危機的な状況を迎えています。
ただ、有田にはここでしかできない職人技術があります。だからこそ、有田でしか生み出せないものがあります。有田焼が国も文化も超え、さま
ざまな場所や人の、さまざまな食のシーンで使われていくために何をするべきか。有田焼とそのものづくりが、更なる 400 年、そして未来へ
と引き継がれていくために、佐賀県、有田町、16 の窯元と商社、世界で活躍する 16 組のデザイナーが集結。再び有田から世界に向けて有田焼
を発信していくスタートラインに立ちました。

未来に向け、プロジェクト発足
2013 年 11 月 1 日、佐賀県とオランダ王国大使館が「クリエイティブ産業の連携・交流に関する協定」の調印式を行い、オランダとの連携等に
よる「プラットフォーム」の形成に向けた「商品開発」プロジェクトをスタートさせました。
このプロジェクトは、佐賀県による「有田焼創業 400 年事業」として行われているさまざまなプロジェクトのうちの 1 つです。
日本とオランダのそれぞれを代表するデザイナーである柳原照弘とショルテン＆バーイングスをクリエイティブディレクターに迎え、16 の窯元
と商社、16 組のデザイナー、佐賀県、有田町と、民官が一体となってひとつのブランドを作り、世界のマーケットに照準を当て、一つの
“新しいスタンダード” と、有田焼のものづくりの文化を発信していくことを目標とし動き始めています。
有田焼は 400 年前に始まり、長い歴史の中で時代とともに繰り返してきた革新や技術力に対する自負があります。しかし一方で時代の変化に
対応するパワーの不足とそこからくるとまどいを抱えて現在に至ります。これまで刻んできた大切な歴史を内包しつつ、新しい歴史を紡ぎ始め
るために有田は動き始めます。
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プロジェクト名

2016/project
2016/project （ニーゼロイチロク プロジェクト／ twenty sixteen project）は、クリエイティブディレクターである柳原照弘、ショル
テン＆バーイングス、公募の上決定した総勢 16 の窯元と商社、世界各国の 16 組のデザイナー、佐賀県、有田町、そしてオランダ王国
大使館との連携により、民官一体となり、国も超え、一つのブランドを作り上げます。
ブランド名は「2016/（ニーゼロイチロク）」。2016 年という年を境に、これまでの 400 年で培ってきた歴史と、2016 年以降も引き継がれて
いく有田焼とそのものづくり。過去と未来を繋ぐ特別な意味を込めて名付けました。

ブランド「2016/」がめざすもの、こと
■現代の生活様式に合うオリジナル性、革新性が高い日常生活の商品
■有田ならではの職人技術と専門知識と、国際的に活躍するデザイナーの新鮮で斬新なアプローチとで開発される高品質で普遍性のある洗練
された商品
■“メイド・イン・有田” というアイデンティティの確立。また、オランダとの連携により、海外の市場にも積極的に参加、国際的なブランド
としての位置づけを目指す
■行政のスポンサーシップから始まるが、2016 年以降は参加する窯元と商社による完全な事業化を目指す
■本ブランドは、参加する製造、商社のそれぞれの企業方針、制作への姿勢を大幅に方向転換するものではないが、有田の未来にとって重要な
新しい考え方、新しい価値観を共有することを目指す
■国際的な評価から発展して、有田の知名度が高まり、町の他の産業にも寄与されることを目指す

ブランド「2016/」の展開
2016/ では、比較的低価格で大量生産を行う “Standard” シリーズと、一つ一つ職人の手によって造る高価格帯で提案する
“Edition” シリーズの 2 つを軸に開発を行います。
商品ラインナップ
キッチンツール／アクセサリー
Standard シリーズ
オリジナル性、革新性を持ちながらも、さまざまな

低
価
格
帯

生活様式にもアピールでき、日常生活での機能性を

インテリアオブジェ
ティーセット
日本茶セット
コーヒー関連（容器、器具類）

重視したアイテム。低〜中価格帯が中心

Edition シリーズ

中
間
価
格

デザイン面でも個性がある革新的なデザイン。機能
さまざまな展開。高価格帯。

ティーセット
ダイニングセット
ジュエリー

有田の技術を存分に用い、オリジナル性、技術面や
的なものから、鑑賞用、インテリアオブジェまで

インテリアオブジェ

高
価
格
帯

フラワーベース
キャンドル立て
ティーセット
大皿
タイル
オブジェ
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2016/ 運営体制図
クリエイティブ
ディレクション

商品選別

デザインレビュー
マッチメイキング（デザイナー〜商社〜窯元）
指揮、管理
デザイナー管理、デザイナーと窯元の仲介、商品開発

商品開発

デザインマネジメント

デザイナー

デザイナー

窯元

商社

デザイナー

デザイナー

窯元

窯元

商社

デザイナー

窯元
商社

デザイナー

窯元

商品選別
窯元管理
販売、マーケティング

試作品制作
機械設備、開発
品質管理

デザイナー
リサーチ
デザイン提案
商品開発サポート

2016/

事業展開スケジュール
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デザイナー視察、事業者とのマッチング
※デザイナーはそれぞれ約 1 週間有田に滞在。窯視察、ワークショップ等を開催
デザインプロセスの確認、検討
デザインプロポーザル、補正等

デザイン最終案
制作チーム（デザイナー × 窯元 × 商社）決定

世界のクリエイターが集う
聖地としての空間作り

........................................................

8

........................................................

2014

試作品製作、デザイナーへのフィードバック

11

12

1

2

本番制作

3

4

ミラノ
サローネ
発表
発売へ

商品開発を進めると同時に、まちづくりを担う有田町と連携し、窯業技術センターや窯業大学校の機能強化をはじめ、
人的交流やものづくりの場としてのプラットフォームの形成を進める
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柳原 照弘 / 日本
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2016/ クリエイティブディレクター

1976 年香川県生まれ。2002 年 TERUHIRO YANAGIHARA/ISOLATION UNIT を大阪
に設立。2011 年京都北山に事務所とギャラリースペースを併設したスタジオ
[bespoke] をオープン、京都を拠点に活動。「デザインする状況をデザインする」
ことが重要であり、対話を通してクライアントが抱くイメージを創造していく、
また理念を共有することを大切と考え、そのデザインの形式は建築、空間から
プロダクトまで形を問わない。
KARIMOKU NEW STANDARD クリエイティブディレクター（2009〜13 年）、
DESIGNEAST 実行委員（2009 年〜）、1616/arita japan クリエイティブディ
レクター（2012 年〜）、wax クリエイティブディレクター（2013 年〜）。
SERGIO ROSSI（イタリア）、Palluco ( イタリア）、OFFECT（スウェーデン）
PACT（シンガポール）、KARIMOKU NEW STANDARD（日本）など。
teruhiroyanagihara.jp

02

ショルテン＆バーイングス／オランダ

2016/ Co クリエイティブディレクター

ステファン・ショルテン（1972）とキャロル・バーイングス（1973）により、
2000 年に共同設立。彼らのデザインは、ミニマムで細部まで意識された完璧な
ディテールに特徴づけられる。バランスのとれた色使い、伝統工芸の技術を取り
入れた工業的な製法は典型的な” ダッチデザイン” ではないとも言われている。
独自のデザインを発表しながら、ギャラリーや美術館のコレクションデザインも
手がける。National Historicak Museumu、Zuiderzee Museum、Amsterdam
Historical Museum、Royal Crystal Leerdam、Thomas Eyck などとのプロジェクト、
KARIMOKU NEW STANDARD や 1616/arita japan など、日本企業とのプロジェクト
も多く手がける。2013 年には 1616/arita japan でエルデコインターナショナル
アワードを受賞。
www.scholtenbaijings.com

03

クリスチャン・メンデルツマ／オランダ

有田滞在予定：9/22 - 9/26

2003 年に Design Academy Eindhoven を卒業、ロッテルダムを拠点に活動。
主に美術館、公共事業、ギャラリーなどのコミッションワークを手がけている。
作品は、MoMA、Victoria & Albert Museum などで展示され高く評価をされている。
インテリアプロダクトから洋服やインスタレーションまで、コンセプチャルな
アプローチで手がけている。そのコンセプトは、工業化で見えなくなってきた
プロダクト製品の製造過程の理解を取り戻すこと。素材と製造過程、消費者の
関係性をテーマに作品作りに取り組んでいる。そのような視点で制作した書籍、
「Checked Baggage（2004）」、「PIG 05049（2007）」は国際的に高く評価されて
いる。
www.christienmeindertsma.com

04

スタジオ・ウィキ・ソマーズ／オランダ

有田滞在予定：8/4 - 8/9

ウィキソマーズ（1976 年オランダ）とディラン・ファン・デ・バーグ（1971 年
オランダ）は、Design Academy Eindhoven を卒業後、2003 年より Studio Wieki
Somers の名でロッテルダムを拠点に活動をしている。国際的な評価を得て、
これまで多くの賞を受賞し、また MoMA、Centre Georges Pompidu、Victoria &
Albert Museum などにコレクションとして所蔵されている。彼らは、オランダ人
デザイナーの第二世代とみなされており、“ダッチデザイン” 全体を国際的な評価
につなげたデザイナーのうちの一組とされている。彼らの素材への深い理解、
技術性のあるディテール、また非常に高い仕上げは一般的日常のオブジェに夢幻
を引き合わせるような作品を創り出す。
www.wiekisomers.com

05

インゲヤード・ローマン／スウェーデン
1943 年スウェーデン出身。スウェーデンで現代、最も優れたガラス・陶器デザ
イナーの 1 人。1961 年イギリスに留学、Carl Malmsten 設立の学校カベラゴー
デンで学び、KONSTFACK 入学。在学中にイタリアで陶芸も学ぶ。1972 年ガラス
メーカー Johansfors に在籍、1981 年〜98 年には 1897 年創業の老舗ガラスメー
カー Skruf のデザイナーを務める。1999 年から Orrefors のデザイナーとなり、
Pond、Slowfox、Zvizz、Jazz me などのコレクションを生み出す。自身のスタジオ
では陶器制作も手がけている。1995 年にはスウェーデン政府よりプロフェッサー
の称号を授与。普遍的なデザインと計算されたシンプルなフォルムは多くの人に
賞賛され続けている。「そのものが使われて初めて自分のデザインの価値が生ま
れる」という彼女の変わらぬ姿勢は、日本でも多くのファンを増やしている。

有田滞在予定：10/20 - 10/25

デザイナー紹介
06
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有田滞在予定：9/16 - 9/19

TAF ／スウェーデン
ガブリエラ・グスタフソン（1974 年スウェーデン）とマティアス・ストールボム
（1971 年スウェーデン）により、2002 年にストックホルムで結成された建築
デザインスタジオ。建築からインテリアプロダクツを中心に数多くのデザイン
を手がける。照明メーカーから個人邸の施主、国立の美術館までクライアント
の領域は幅広い。彼らのアプローチは、建築やデザインの存在、そして機能が
どれほど日常生活において主張し過ぎることなく効果的に影響するか、自身の
普遍的な提案が特別な状況を生み出すかということを念頭に活動を続けている。
www.tafarkitektkontor.se

07

クリスチャン・ハーズ／ドイツ

有田滞在予定：8/25 - 8/29

1974 年ドイツ生まれ。1999 年ミュンヘン大学芸術学部卒業。デザイナーとし
てのキャリアを始める前は、ドイツのクリスタル製造者 Nachtmann に在籍。
この時に手がけた商品がいくつものデザイン賞を受賞。2000 年に独立。2007 年
にはパリにも 2 番目のスタジオをオープン。パリとミュンヘンを拠点に活動し
ている。2001 年には自身のレーベルもスタート。Villeroy & Boch、Rosenthal
などドイツが世界に誇る高級ブランドのデザインに携わっている。日常生活に
深く関わるアイテムからアート作品まで幅広い分野のデザインを手がける中で、
陶磁器やガラスのテーブルウェアは彼の仕事の中心。カジュアルとドラマチック
を行き来する完璧なバランスが取れる彼の作品からは、日常と非日常を同時に
見ることができる。
www.christian-haas.com

08

ステファン・ディーツ／ドイツ

有田滞在予定：11 月（調整中）

1971 年ドイツ生まれ。1991 年〜家具職人としてインドのムンバイやポーナで
働き、1996 年に帰国後ドイツでインダストリアルデザインを学ぶ。大学卒業後
はドイツ、アメリカで働き、2003 年に自身のスタジオを設立、現在はミュンヘン
を拠点に活動をしている。彼は、ドイツで最も評価されているデザイナーの一人。
家具、テーブルウェア、インダストリアルデザインや展示デザインまで手がけ
る領域は広範囲に渡る。素材と技術を徹底的に研究し、それらの限界と可能性
を理解することに取り組むのが彼のアプローチ。クラシックエレガンスと完璧
なクラフトマンシップの組み合わせが、素材から引き出される “正しい形” を
見つけるための情熱を生み、それが成功に繋がっているという。
www.stefan-diez.com

09

サスキア・ディーツ／ドイツ

有田滞在予定：11 月（調整中）

1976 年ドイツ生まれ。金細工としての経験を積みデザイナーとしてのキャリア
をスタート。ミュンヘンでインダストリアルデザインを学び、いくつかのデザ
インスタジオを経て、自身のスタジオをミュンヘンに設立。2007 年には自身の
レーベルも立ち上げ、ジュエリーデザイナーとして国際的な評価を得ている。
石、木、金属などさまざまな材質からハンドクラフトで制作される作品は、
ラグジュアリーな視覚的表現と同時に普遍性にも重点をおいている。トレンド
というものは流れがすぐに終わってしまうものと考え、その年に制作された
アイテムは毎年変わるファッショントレンドとは独立させることが重要と考え
ている。ゆえに、自身がデザインした前のシリーズから一部を取り、それを新
しく発展させるというユニークな手法でデザインを行っている。
www.saskia-diez.com

10

有田滞在予定：10/20 - 10/25

BIG-GAME ／スイス
グレゴワール・ジャモノ（1978 年スイス）
、エルリック・プティ（1978 年ベル
ギー）
、オーギュスタン・スコット・ドゥ・マルタンヴィル（1980 年フランス）
の 3 名により 2004 年に BIG-GAME を設立。現在はローザンヌを拠点に活動。
さまざまなプロジェクトを手がける傍ら、3 名とも ECAL、La Cambres で教鞭
も執っている。モットーは “混沌から進歩が生まれた” とするように、彼らの
デザインにはさまざまなライフスタイルが調和されている。最初のコレクション
の “Heritage in Progression” のコンセプトは、伝統的なライフスタイルと現代
のライフスタイルの組み合わせ。“Pack. Sweet Pack” は家具として梱包材を使
うなど、既成概念にとらわれないデザインを提案している。
www.big-game.ch

デザイナー紹介
11

クエン・カプート／スイス

12

レオン・ランスマイヤー／アメリカ

13

トマス・アロンソ／イギリス

14
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有田滞在予定：調整中

サラ・クーン（1981 年スイス）とロヴィス・カプート（1979 年スイス）は、
共にインダストリアルデザインを学び、その学生時代から共同で作品制作もして
おり、2005 年にスイスにデザインスタジオを設立。2007 年ミラノサローネでの
初展示 “Five Stars Cardboard” が話題となり、ソウル、バーゼル、ニューヨーク
と巡回。以来、さまざまな領域でコミッションワークを手がけている。京都芸術
大学などからのワークショップのオファー、スイス国内では多数の代表的な学校、
企業などの公共スペースのデザイン、他にオブジェ、家具、インスタレーション
などを手がける。彼女たちのアプローチは、控えめであり即興性があるという
芸術性の高いコンセプチャルな方法。
www.kueng-caputo.ch

有田滞在予定：9/29 - 10/3

1979 年アメリカ生まれ。2001 年に家具デザイン学科を卒業後、ヨーロッパに
渡り Droog や Establish&Son などへデザイン提供。2008 年にアメリカに戻り
ニューヨークに自身のスタジオを設立。“デザインの始まりは何かを変えたい
と強く思った時に始まる” と考える彼。「人々にとって本当に意味のあるモノ
を創り出すたった一つの方法は、自分自身でモノを体験することしかない」と
いうように、実践的なデザイナーとして彼は試作段階ではフルスケールの
プロトタイプを制作している。徹底的な追求、職人気質で創られるデザインは、
国内外で高く評価されている。作品は、国内外の代表的な美術館のパーマネン
トコレクションとして所蔵されている。
http://ransmeier.com

有田滞在予定：10/6 - 10/10

1974 年スペイン生まれ。アメリカ、イタリア、オーストラリアでの生活、勉強、
仕事を経験後、RCA（イギリス）で MA を取得。2006 年に RCA の卒業生 5 名
と OKAY studio 結成。個人のプロジェクトとしては、家具、ステーショナリー
やテーブルウェアなどのプロダクトや店舗のデザイン、美術館などのコミッ
ションワークを手がけている。第一に考慮するのは機能性や使いやすさ。そして
観念的なシンプリシティと技術者視点での知性ある形態学的合成をアプローチ
とする。彼がデザインするシンプルかつ芸術性の高いオブジェは、インスピ
レーションの源となっている材料、素材が持つ可能性を引き出し、表情豊かな
即時性を伝え、それが普遍性や世代を超えて受け入れられる要因となっている。
www.tomas-alonso.com

ポーリン・デルター／フランス

有田滞在予定：9/29 - 10/3

1983 年フランス生まれ。パリでアプライドアート & デザインを学んだ後、
ENSAAMA でデザインを学ぶ。その後インダストリアルデザインを学び、2006 年
〜2009 年まで KonstantinGrcic Industrial Design（ドイツ）でプロジェクトリーダー
に従事し独立。2010 年からパリを拠点に活動。彼女はインテリアプロダクト
を中心に、テーブルウェア、バッグ、ステーショナリー、アクセサリーなどの
デザイン、また、近年は公共スペースのデザインやコミッションワークも手が
ける。デザインアプローチは、制約の中で、与えられた素材の可能性を追求し、
これまでになかった新しいデザイン言語を創造すると同時に、日常の領域に
変換するという事に重要性をおくこと。
www.paulinedeltour.com

15

藤城 成貴／日本

有田滞在予定：8/25 - 8/29

1974 年東京生まれ。和光大学経済学部を卒業後、桑沢デザイン研究所夜間部
を卒業。1998 年より株式会社 IDEE に入社し、定番商品及び特注家具のデザ
インを担当。2005 年に退社、自身のスタジオ shigeki fujishiro design を設立。
インテリアプロダクト、展示インスタレーションなど幅広く活動し、株式会社
サイトーウッドのディレクションを手がけるなど、ブランドのディレクション
も行う。エルメスやアディダスとのコラボレーションなど国際的な注目も集め
始めている。インテリアプロダクト、家具を中心に、アイデアや機能を伝える
ためのごくシンプルでスマート、普遍性を持ったデザインを手がけている。
www.shigekifujishiro.com

16

カースティー・ファン・ノート／オランダ
1986 年オランダ生まれ。Design Academy Eindhoven を 2011 年に卒業後、自身
のスタジオ Studio Kirstie van Noort を設立、アイントホーヘンを拠点に活動し
ている。卒業プロジェクト “Ceramic Paint / Collection Cornwall “では、陶芸家
の Frans Ottink に協力を得て共同制作を行う。また、在学中には Atelier NL で
インターンや出版社でのデザイン、studio RESULTS でアシスタントグラフィック
デザイナーとして経験を積む。同じく在学中に、ギャラリーのコミッション
ワークも手がけている。土、釉薬についてその都度さまざまなリサーチを行い、
陶磁器についての知識と経験を積みながら、セラミック陶器のプロダクトを
中心にさまざまなプロジェクトを展開している。
www.kirstievannoort.nl

有田滞在予定：9/1 - 9/29
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01
有限会社久保田稔製陶所｜久保田 剛
1967 年創業。現在 2 代目。磁器製のすり鉢等、業界初の製品を次々
と発表しヒット商品となる。1970 年代よりセラミックスの研究を
行い、オリジナルの多孔質セラミックスを開発している。
一般陶磁器では、キッチン用品の製造を得意としている。セラミッ
クス製品では、セラミックコーヒーフィルターや自動給水プランター
など、他社では製作できない商品を製造。
www.kyuemongama.com

02
幸右エ門｜溝上 哲也
江戸時代末期に有田の地にて開窯し、1967 年に有田焼協同組合に
参加。1974 年に法人化、現在 7 名で運営している。
たとえシンプルな形状でも、作りにこだわりを持ち仕上げまで入念
に制作を心がけている。特に蓋物は得意とする商品。

03

株式会社瀬兵｜瀬戸口 皓嗣
1963 年に創設。現在 3 代目。
「伊万里からの新しい風」を企業テーマに
掲げ、伊万里・鍋島焼の伝統的な器から現代に合うモダンな器作りを
行っている。また、伊万里市の景観事業への参加など、幅広く活動
を行う。本窯処理や赤絵処理の商品が多く、業務用、一般家庭用食器
を主に生産。絵の具、陶土などの自社生産や、他では廃棄するよう
な素焼きを材料としてリサイクルしたりと自社ならではの取り組み
に力を入れている。
www.sehyou.com

04
有限会社藤巻製陶｜藤本 覚司
1775 年より磁器制作を始める。以来、江戸時代は主に染付・大皿・
鉢類を、明治・大正期は銅版染付の大皿・大鉢を、昭和初期には
青磁の皿・鉢を、現在は青白磁・白磁・結晶釉の磁器を主に制作
している。

05

有限会社畑萬陶苑｜畑石 眞嗣
1926 年、畑石萬太郎により創業。萬洋、畑萬として山水絵をスタート。
戦後、二代目畑石春幸が畑萬製陶所を設立し、銀座三越で山水の売り
出しに取り組むことで一躍 “畑萬” としてのブランドが知られるよう
になる。三代目になってからは、高級食器としてのイメージ作りに
励み、量よりも質を大事にした手仕事を積み重ね、技術継承と後継者
育成に注力。また、墨山水という独自性のある商品の開発、低温度
焼成法の取り組みなどを行ってきた。伊万里鍋島焼として地域ブラ
ンドの伝統技術を活かした “ものづくり” と、その技術を応用した
新たな “ものづくり” を心がけている。
www.hataman.jp
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06
有限会社徳永製陶所｜徳永 和徳
伊万里市大川内山にて創業。同市南波多町に第二工場を設立。
家庭用食器及び業務用食器の量産を中心に行ってきた。
その後、生産を南波多工場に一本化、現在は家庭用食器を中心に多品
種製造を行い、主に有田や挟みの卸商社、小売り商社に販売している。
低コストで手描きのものづくりができる絵付の技術と幅広い世代に
受け入れられる豊富なデザインが特徴。生産数のおおよそ半数の素地
を圧力鋳込み、機械ろくろを用いて自社で製造し多品種少量生産に
対応している。

07
株式会社錦右エ門陶苑｜山口 幸一郎
1926 年創設。初代、山口徳治が昭和元年に有田町中樽に窯を開いた
のが始まり。創業当時から、染錦を中心とした割烹食器を中心に商品
作りを行っている。2011 年より、ショルテン＆バーイングスのデザ
インによる 1616/arita japan カラーポーセリンシリーズを手がけている。
吹き付け、色釉、掛け分け、交趾などさまざまな技法を用いて、彩り
豊かな商品づくりを行っている。

08

有限会社宝泉窯｜原田 元
1989 年に設立。工業製品を中心に商品作りを行い、大容量窯を運営
している。多数ロットを短期間で価格を抑え制作することができる。
2011 年より、柳原照弘のデザインによる 1616/arita japan の TY シリ
ーズを手がけている。古伊万里を基調とした、古染調のデザイン、
「宝泉赤」と称された赤色を使用したデザイン、グラフィックデザイン
を取り入れたものづくりを特徴とする。
www.arita.qr.jp/retsuden41.html

09

株式会社川副青山｜川副 史郎
青山窯のルーツは、伊万里大川内山が鍋島藩窯であった時代に、遠祖・
川副内藏介が地区の世話人代表として事業功績したことに始まる。
激動の明治維新を経て、廃藩後の明治 16 年、民官の陶工として屋号
『青山窯』にて創業開始。かつて鍋島だけに可能だったひび焼の超難度
技法「青磁貫入」という技法を得意とする。原産の青磁石に独自の
釉薬を加え、通常よりも高温で焼き、それを窯出しする際に表面部分
と本体の収縮率の差により意図的にひびを入れる。曾祖父の代から
始まった技法を絶やさぬよう大切に守り制作を続けている。
www.kawazoe-seizan.com

10

株式会社香蘭社｜深川 祐次
1875 年、深川栄左右衛門ら 4 名の有志により、海外への美術陶磁器の
輸出を目的とする製造・販売会社として合本組織香蘭社設立。1879 年に
解散、深川栄左右衛門の単独経営として香蘭合名会社（現・香蘭社）
を設立。会社設立に先立つ 1870 年、日本初の磁気性碍子の開発に成功、
東京〜横浜間の電信線架設に採用され日本の近代化に大きく貢献。
現在の経営の三本柱は美術陶磁器、電気用碍子、ファインセラミックス。
自社のプリント技術を持ち、NC モデリングマシンでの石膏型制作、
カラー釉の掛け分け、高い品質管理基準が技術の特徴である。
www.koransha.co.jp

画像竹形デジカメより
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01

02
株式会社まるぶん | 篠原 文也

株式会社深海三龍堂｜深海 勝

1891 年創業。

1906 年創業。有田焼を中心に肥前地区の陶磁器

モットーは、「器がつくる楽しい食空間の提供」。

の一般販売、卸を行う。

http://marubun-arita.co.jp

http://aritayaki.ocnk.net

03

04
株式会社山忠｜山本 幸三

陶磁器ショップ藍土｜田澤 貢

有田陶磁の里プラザにショールームを構える。
有田町の真ん中に、普段使いの器をコンセプトに

伝統と現代、器をめぐるさまざまな価値観、

セレクトしたショップも運営。

それらを結びつけ陶磁器文化の拡大に貢献したい。
http://fuccino.jp

www.holiday-land.jp

05

06
ヤマト陶磁器株式会社｜山口 雅巳

株式会社百田陶園｜百田 憲由

1920 年創業。伝統的な日本料理の世界も大切にしつつ

1647 年 - 1871 年は窯焼きに従事。先祖のやきもの

世界、未来の食卓が豊かで楽しくなる提案を経営理

への情熱を受け継ぎ、有田焼の総合商社としてお客

念とする。

様に喜ばれる商品の提供に日々努めている。

www.yamatotoujiki.co.jp

www.momota-touen.jp

Information
【プレスに関するお問合せ】
ご質問、取材、掲載のご希望等がございましたら下記担当までお問合せ下さい。
デイリープレス

担当：竹形尚子

153-0042 東京都目黒区青葉台 3-5-33

川邊ハイツ 1F

tel. 03-6416-3201 / 090-1531-6268 fax. 03-6416-3203 naotakegata@dailypress.org

【佐賀県有田焼創業 400 年事業に関するお問合せ】
佐賀県農林水産商工本部

有田焼創業 400 年事業推進グループ

840-8570 佐賀県佐賀市城内 1-1-59
tel. 0952-25-7231 fax. 0952-25-7392 arita400-g@pref.saga.lg.jp

担当：鷲崎和徳

