令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ４ 日
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（公財）東京都中小企業振興公社

～伝統工芸の未来をつくる「東京手仕事」プロジェクト～

令和3年度 都知事賞等受賞商品が決定しました
東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社は、本日、「東京手仕事」プロジェ
クト商品発表会を開催し、令和３年度に開発した１３商品を初披露するとともに、優れ
た商品に対して東京都知事賞等の各賞を授与いたしました。
今回発表した商品については、６月１日より「日本百貨店にほんばし總本店」にて販
売開始いたします。
また、本プロジェクトの支援商品を展示・販売する「東京手仕事展」も６月１０日よ
り開催いたしますので、是非ご来店ください。
１. 受賞各賞について

都知事賞

monpluie bouge（東京洋傘）
モンプリュイ ブージェ

～雨の日も晴れの日も歩くのが楽しくなる傘～
【製作者】株式会社モンブラン 山口 君枝
【ビジネスパートナー】デザインラボ株式会社 深沢 光
予定価格：¥22,000
中小企業振興公社
理事長賞

Edo komonKATAK”ATA

優秀賞

エドコモン カタガタ

（東京染小紋）

～食卓で使うのにも適している、受け皿と
一体となった薬味用おろし金～

～3種類の伊勢型紙をつなげて手染めされた
江戸小紋のバッグ～

【製作者】
江戸幸 勅使川原製作所
勅使川原 隆・藤田 浩樹
【ビジネスパートナー】
DOOGS DESIGN
中島 保久・中島 麻友子

【製作者】有限会社石塚染工
石塚 久美子
【ビジネスパートナー】
asian voice 本多 り子
YUKAKO YAMANAKA
山中 結夏子

予定価格：¥8,800

予定価格：¥33,000

２.「日本百貨店にほんばし總本店」について

３.「東京手仕事展」について

「東京手仕事」常設コーナーを設置しております。
店

会

期：令和４年６月１０日（金曜日）～
６月２３日（木曜日）

会

場：伝統工芸青山スクエア（入場自由）
(港区赤坂８丁目１-２２ １階)
（イメージ図）
容：東京手仕事プロジェクト令和３年度開発
商品等の展示販売及び職人の実演

舗：東京都中央区日本橋室町3-2-1コレド
室町テラス1階（東京メトロ半蔵門線、
銀座線「三越前」駅直結）

銅 薬味おろし金 ふたやく
（銅製おろし金）

内

【問い合わせ先】
（本事業の全体に関すること）
産業労働局商工部経営支援課 西島、西野
電話03-5320-4659（直通） 内線36-616

（「東京手仕事」開発商品のプロモーションに関すること
（公財）東京都中小企業振興公社城東支社 高橋、中川
電話03-5680-4631

４.その他開発商品について
行灯/NIRAMI、BAKUROU （ニラミ、バクロウ）

つきみふじ

（江戸木版画）

（東京銀器）

～江戸木版画モダンデザイン～
【製作者】株式会社高橋工房 高橋 由貴子
【ビジネスパートナー】グッドアイデア株式会社 松田 朋春

～はれのひに銘月と銘山とともに銘酒を楽しむ～
【製作者】株式会社森銀器製作所 森 將
【ビジネスパートナー】Yu Nomura Design 野村 悠

予定価格：¥49,500

予定価格：つき¥42,900/ふじ¥53,900

Komainu charms （コマイヌ チャームズ）

安来鋼包丁 （ヤスキハガネボウチョウ）

（江戸木目込人形）

（江戸打刃物）

～色鮮やかな伝統の江戸木目込みを活かした、
かわいいこまいぬのお守り～
【製作者】株式会社柿沼人形 柿沼 利光
【ビジネスパートナー】 AKIRA MABUCHI DESIGN 馬渕 晃
予定価格：1ペア¥13,860

～抜群の切れ味を追求した安来鋼和包丁シリーズ～
【製作者】八重樫打刃物製作所 四代目宗秋 八重樫 潤一
【ビジネスパートナー】 REI DESIGN 眞鍋 玲
予定価格：¥27,500～¥44,000

FRAME FRAME （フレーム フレーム）

KIRIKO Squeezer （キリコ スクイーザー）

（東京額縁）

（江戸切子）

～置くだけでまるで絵画に!?立体物専用の額縁～
【製作者】株式会社富士製額 栗原 大地
【ビジネスパートナー】 toshiyuki kawada design 川田 敏之

～美しさと使いやすさを兼ね備えた、江戸切子の果汁絞り器～
【製作者】有限会社鍋谷グラス工芸社 鍋谷 淳一・鍋谷 海斗
【ビジネスパートナー】 TAISEI MISHIMA DESIGN 三島 大世

予定価格：Maple¥16,500/Walnut¥22,000/Antique¥32,780

予定価格：¥66,000

籐扇子
（東京籐工芸）

～伝統的な籐工芸技術と新しい和紙を組み合わせた、
モダンな暮らしに合う扇子～
【製作者】木内籐材工業株式会社 木内 秀樹
【ビジネスパートナー】 EETY 友岡 洋平

「月鏡華」手鏡
（彫金）

～心に機能する手鏡でありたい！～
【製作者】株式会社METALHEARTS 田村 尚子
【ビジネスパートナー】 SPAZIO WORKS 鈴木 尚和
予定価格：Rich¥130,000/Premium¥180,000

予定価格：¥14,960

オリガミ bekko jewelry （ベッコウ ジュエリー）
（江戸鼈甲）

～一枚のべっ甲を立体的なジュエリーへ～
【製作者】株式会社イソガイ 磯貝 剛
【ビジネスパートナー】 kawabuchi design office 川渕 好美
予定価格：全15種類¥16,500～¥220,000

DOMYO ベルトシリーズ（ベルトスタンダード、サッシュベルト）
DOMYO カードケース
（組紐）

～EDO東京発の粋でいなせなファッションアイテム～
【製作者】株式会社道明 道明 葵一郎
【ビジネスパートナー】 tokyo toff 大河 なぎさ
予定価格：ベルトスタンダード¥33,000/サッシュベルト¥57,200/カード
ケース¥29,700

（参考）「東京手仕事」プロジェクトとは

東京の伝統工芸品は、進取の精神に富む江戸職人の匠の技と心意気によって、磨かれ、洗練され、
そして庶民に愛されて連綿と受け継がれてきました。「東京手仕事」は、そんな伝統の技に光を当て、
匠の繊細な「手仕事」の魅力を発信していく取組です。
その粋な味わい、優れた機能性・日常性を広く知っていただくとともに、東京らしい感性溢れる新しい
工芸品にもチャレンジし、伝統工芸品に囲まれた潤いある豊かなライフスタイルを提案していきます。
商品開発
伝統工芸品事業者とビジネスパートナーとで開発チームを結成し、現代の消費者が求める高品質
で東京らしい感性溢れる新しい工芸品を開発します。

普及促進
プロモーション活動の実施や展示会出展等により、伝統工芸品等の新たな販路を開拓すると
ともに、東京の伝統工芸品のブランド価値を高め、普及支援を行います。

（プロジェクトの仕組み）
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工房見学、マッチング

商品開発

伝統工芸品事業者と

試作品の

デザイナー等がチームを組成

ブラッシュアップ
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ＰＲ・プロモーション活動
展示会出展
ブランディング

マッチング会の様子(商品開発)

展示会出展の様子(普及促進)

本プロジェクトの詳細については、本事業ウェブサイトをご覧ください。
ＵＲＬ：https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/dento/teshigoto/index.html

