
PRESS RELEASE 2022年3月14日

 日本和文化振興プロジェクト
 「第二回日本和文化グランプリ」
3月14日（月）～5月28日（土）作品応募の受付開始
 「第一回日本和文化グランプリ」受賞者による期間限定の展示販売会を 「第一回日本和文化グランプリ」受賞者による期間限定の展示販売会を
銀座・六本木にて4月4日（月）～ 7月31日（日）まで開催！銀座・六本木にて4月4日（月）～ 7月31日（日）まで開催！

中川木工芸比良工房は、自然の持つ造形美と人が作る造形美のどちらをも大切に、700年以上続く木桶
の箍締め技法を用いた作品制作をしている。感覚的な制作を感じさせつつ実際は緻密な計算と論理に裏
打ちされた「Wave」シリーズは、テコの原理を使うことで上方にタガをなくし自由な波型を表現。また

「YORISIRO」シリーズは、木の自然な曲がりをそのまま表現することで割れやゆがみを起こさないよう
に木桶として再構築し、人には作り出せない造形美をそのままに作品として成立させている。

中川木工芸比良工房　中川周士　鈴木大樹　斎藤皇輝　大原弘也　亘章吾
 「Wave」シリーズ「YORISHIRO」シリーズ

※全受賞作品はこちら https://jcpp.jp/2021award/ 「YORISHIRO」シリーズ  「Wave」シリーズ
第一回日本和文化グランプリ 受賞作品 紹介

【募 集 テ ー マ】「和文化、未来へ！」
【応 募 受 付 期 間】令和4年3月14日（月）～令和4年5月28日（土）
【募集対象ジャンル】服飾／和小物／染物／テキスタイル／金属／漆／陶磁／
 木工／竹工芸／ガラス／リビングダイニング／インテリア／
 アート作品／建築／その他／に該当するプロダクト。
 ※「その他」の分野には上記の作家や和文化振興の企画・
 支援活動なども含みます
【応 募 資 格】❶ 和文化の活動に従事している全ての法人・団体・個人 
 （国籍在住地を問わず）
  ❷ 年齢制限なし（国籍・居住地問わず。
 国内外において活躍される外国人も含む）
【応 募 条 件】未発表のもの、又は、過去1年以内に発売・発表済のもの。 
  （令和３年４月以降に発売、発表のものであれば可）

【1次応募提出書類】・写真（1作品に付き3枚 立体的な構図等が分かる写真があると尚可）
  ・コンセプト、素材、技術及び作品制作に当たっての
 想いが記載されたプレゼン資料（A4 1枚程度/様式自由）
【出 品 登 録 料】・一般　一種 10,000円、二種目以降一種増すごとに3,000円加算
 ・学生　一種 5,000円、二種目以降一種増すごとに3,000円加算
【各 賞】・グランプリ・最優秀賞（1点）副賞50万円＋特典
 ・準グランプリ（1点）副賞10万円
 ・優秀賞（3点）副賞5万円
 ・学生賞（1点）副賞5万円
 ・特別賞（若干）
 ・企業賞

※詳細は公式サイトご参照ください。 https://jcpp.jp第二回 日本和文化グランプリ概要

「第一回日本和文化グランプリ」受賞者14人が期間を分けて作品を展示販売いたします。

店名：銀座「順理庵」本店
日時：2022/4/4（月）～ 7/15（金）
場所：東京都中央区銀座6-5-15 
　　 銀座能楽堂ビル1階

店名：ユナイテッドアローズ六本木ヒルズ
　　 店内インショップ「順理庵」
日時：2022/4/11（月）～ 7/31（日）
場所：東京都港区六本木6-10-3
　　 六本木ヒルズ ウェストウォーク3階

展示予定：
グランプリ：中川周士（木工芸） 4/4 ～ 4/8 銀座本店、4/11 ～ 17 六本木ヒルズ店
準グランプリ：紫舟（書道） 6/20 ～ 24 銀座本店、6/27 ～ 7/3 六本木ヒルズ店

「日本和文化グランプリ展」案内

各分野の企業、協会、自治体が協業し、持続可能な日本の伝統文化発展の仕組みを構築・確立するために2020年5月に設立した一般社団法人 日本和文化 各分野の企業、協会、自治体が協業し、持続可能な日本の伝統文化発展の仕組みを構築・確立するために2020年5月に設立した一般社団法人 日本和文化 
振興プロジェクト（所在地：東京都中央区、代表理事：近藤誠一）は、「第二回日本和文化グランプリ」への応募作品を2022年3月14日（月）から5月28振興プロジェクト（所在地：東京都中央区、代表理事：近藤誠一）は、「第二回日本和文化グランプリ」への応募作品を2022年3月14日（月）から5月28
日（土）にかけて募集いたします。また、「第一回日本和文化グランプリ」受賞者の作品を展示販売する「日本和文化グランプリ展」を 2022年4月4日日（土）にかけて募集いたします。また、「第一回日本和文化グランプリ」受賞者の作品を展示販売する「日本和文化グランプリ展」を 2022年4月4日

（月）から7月31日（日）にかけて「順理庵」銀座本店、ユナイテッドアローズ六本木ヒルズ店内にて開催いたします。（月）から7月31日（日）にかけて「順理庵」銀座本店、ユナイテッドアローズ六本木ヒルズ店内にて開催いたします。

元文化庁長官の近藤誠一が陣頭指揮をとり、副代表にユナイテッドアローズ名誉会長 重松理と、400年の歴史を誇る伊場仙14代目当主 吉田誠男が脇を固
める一般社団法人 日本和文化振興プロジェクトは、和装、和食、日本建築、伝統文化、伝統工芸等を中心とする和の文化を理解、研究、鑑賞、利用する
ことでその評価を高め、将来に向けて保護かつ進化を図ること、また海外へ発信することを目的としています。主催するアワードイベント「日本和文化
グランプリ」は、審査委員として漆芸家の三田村有純・東京藝術大学名誉教授（委員長）を筆頭に、シャネル合同会社のリシャールコラス会長やモデル
の秋元梢など、各界で活躍するメンバーが集結しています。また、表彰のみに留まらず、受賞者に対して需要が拡がる為のフォローに具体的にコミット
し、日本の伝統文化と未来の伝統に繋がる現代の高い技術やアートワークの持続可能な発展の仕組みを構築・確立に努めています。本活動の一環として、
2021年に開催された「第一回日本和文化グランプリ」にて応募総数130点より選ばれた受賞作品を含む多数の作品について、多くの方にお披露目するべ
く、14人の作家による展示販売を目的とした「日本和文化グランプリ展」を開催いたします。

作家の在店予定は、公式サイトでご案内いたします。
詳細は2ページ目、または公式サイトをご確認ください。 https://jcpp.jp/
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 【プロジェクトに関するお問い合わせ先】
一般社団法人 日本和文化振興プロジェクト 事務局住所：〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町4番1号 伊場仙ビル8階 MAIL：contact@jcpp.jp HP：http://jcpp.jp
 【取材・掲載に関するお問い合わせ先】株式会社SUZU PR COMPANY 鈴江恵子 TEL：080-6390-8284 MAIL：suzue@suzu-pr.com URL：http://suzu-pr.com

「日本和文化グランプリ展」詳細のご紹介
「第一回日本和文化グランプリ」受賞者のうち14名が参加し、期間と店舗を分けて作品を展示販売いたします。

出品は受賞作品に留まらず、日ごろより研鑽を積んで各自がつくり上げた作品を幅広くご紹介いたします。
作家の在店予定は、公式サイトにてご案内いたします。 https://jcpp.jp/

東京藝術大学大学院美術研究科工芸専攻漆芸分
野修了。東京藝術大学美術学部等の非常勤講師
を経て、現在は広島市立大学芸術学部専任講師
として、広島を中心とした伝統工芸の地域資源
に着目した研究と和紙と漆の造形を手掛けてい
る。国内外の展覧会に出品、入選多数。

青木伸介
ジャンル：漆芸
販売商品：アート
価格帯：165,000 ～ 330,000円
期間：7/11 ～ 7/15 銀座本店

　 7/25 ～ 7/31 六本木ヒルズ店

京都を拠点に活動。持続可能な都市生活のため
のデザインをテーマにプロダクトや空間のデザ
インを手掛ける。2020年世界経済フォーラム若
手イニシアチブ ”Global Shapers”選出。水上セ
グウェイ”Wheeebo”の開発、ロンドンファッショ
ンウィークUNIQLOの大規模展示などに携わる。

野村涼平
ジャンル：写真フレーム
販売商品：額・椅子
価格帯：47,000 ～ 77,000円
期間：6/13 ～ 19 六本木ヒルズ店

フランス・ルーヴル美術館地下会場でのフラン
ス国民美術協会展にて、書画で「金賞」、彫刻
で「最高位金賞」を日本人初のダブル受賞

（2014）。天皇皇后両陛下（現、上皇上皇后両
陛下）が『紫舟』展に行幸啓され、紫舟は拝謁
の栄を賜り、自ら作品をご案内（2017）

ジャンル：書道
所属：紫舟アトリエ
販売商品：アート・マグカップ・文具
価格帯：500 ～ 297,000円
期間：6/20 ～ 24 銀座本店

　 6/27 ～ 7/3 六本木ヒルズ店

紫舟

2005年伝統産業奨励賞受賞。2013年、独自で保
有する“大型環状織機”で製織する「三軸組織」を
商標登録。2019年、第一回京都インターナショナ
ルギフトショーに出展するなど活動の幅を広め、
2020年「知恵の経営実践モデル企業」として京都
府HPに掲載。経済産業大臣指定伝統的工芸品　
西陣織製織部門伝統工芸士の認定を受けている。

ジャンル：京くみひも
所属：有限会社綵巧
販売商品：コースター・ケース・バッグ
価格帯：3000 ～ 44,000円
期間：5/23 ～ 27 銀座本店

　 5/30 ～ 6/5 六本木ヒルズ店

室門耕一郎

京都精華大学芸術学部造形学科（立体造形専
攻）を卒業後、父　中川清司（重要無形文化財
保持者（人間国宝））に師事。京都造形芸術大学
非常勤講師を経て2003年滋賀県大津市に自身
の工房、中川木工芸比良工房を開く。海外の展
覧会へも精力的に出品、コンクール入賞多数。

中川周士
ジャンル：木工芸
所属：中川木工芸比良工房
販売商品：桶・ぐい呑・シャンパンクーラー
価格帯：15,000 ～ 165,000円
期間：4/4 ～ 4/8 銀座本店

　 4/11 ～ 17 六本木ヒルズ店

愛知県立瀬戸窯業高等学校陶芸専攻科を修了
後、波多野正典氏に師事。精力的に展覧会へ出
品し、受賞。2015年、ヨーロッパを周遊し、ドイ
ツとスウェーデンの陶芸を見学。2017年マレー
シアの Aw Pottery Studio にゲストアーティス
トとして3ヶ月間滞在。現在は瀬戸市で作陶中。

樽田裕史
ジャンル：磁器
販売商品：茶碗・蓋物・ぐい呑
価格帯：55,000 ～ 198,000円
期間：6/13 ～ 19 六本木ヒルズ店

❺ 中西由季
ジャンル：豊橋筆
販売商品：筆
価格帯：2,000～ 5,000円
期間：6/6 ～ 6/10 銀座本店

❶ 梶浦明日香 
ジャンル：伊勢根付
販売商品：根付
価格帯：53,000～330,000円
期間：5/9 ～ 5/15 銀座本店

❹ 藤岡かほり
ジャンル：伊賀組紐
販売商品：帯締め
価格帯：29,000～55,000円
期間：6/6 ～ 6/10 銀座本店

❷ 大須賀彩
ジャンル：有松・鳴海絞
販売商品：バッグ、財布
価格帯：3,800～42,000円
期間：5/9 ～ 5/15 銀座本店

❼ 大内麻紗子
ジャンル：漆芸
販売商品：アクセサリー、手鏡
価格帯：5,000 ～ 47,000円
期間：7/4 ～ 7/8 銀座本店

　 5/16 ～ 5/22 六本木ヒルズ店

「凛九」は、圧倒的に高齢の男性が多く後継者不足が叫ばれる
日本の伝統工芸界において、数少ない若手女性職人に声をかけ
て2017年に結成されたグループである。若手女性職人が他の地
域に比べ多く、積極的に活動していた東海三県の職人9名とデ
ザイナー 1名の10名で活動し、〝女性ならではの感性で、女性ら
しく伝統工芸の魅力を発信していこう〟という目標を掲げてい

る。伝統工芸の技を真摯に受け継ぎつつ、伝統工芸の魅力の
発信をするために、YouTubeにてグループとして伝統工芸の
魅力を発信、職人同士が協働での作品作り、全員が共通のテ
ーマのもとに作品制作など、新しい活動に積極的に取り組ん
でいる。また、徳川美術館など、同じく日本の歴史を育んで
きた異業種の分野とコラボレーション展示などを行っている。

凛九
❶

❷ ❻

❸ ❼

❹ ❽

❺

❽ 太田結衣
ジャンル：伊勢一刀彫
販売商品：置物、アクセサリーなど
価格帯：2,500 ～ 27,000円
期間：7/4 ～ 7/8 銀座本店

　 5/16 ～ 5/22 六本木ヒルズ店

❸ 田村有紀
ジャンル：尾張七宝
販売商品：合子、七宝額など
価格帯：48,000～198,000円
期間：5/9 ～ 5/13 銀座本店

　 5/16 ～ 5/22 六本木ヒルズ店

❻ 那須恵子
ジャンル：伊勢型紙
販売商品：反物、サコッシュなど
価格帯：16,000 ～ 264,000円
期間：6/6 ～ 6/10 銀座本店

　 5/16 ～ 5/22 六本木ヒルズ店

 ※一部の受賞作品は出品いたしません ※状況により、出品内容/期間が変更となる可能性がございます ※価格は全て税込
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