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　この展覧会は、新しいKUTANIの伝統の風を起こすべく、日頃より作品

造りに真摯に励んでいる方々 にお声がけして実現致しました。

　今回展示する人達には末永く取り組んで貰い、技術技法の積み重ねの上に

変化し、昇華して行く作品の数々 を観たいと私自身も強く想っています。

　何かとご多用の刻ですが、どうぞご高覧の上、ご支援下さいますよう宜敷

くお願い致します。
福島武山

本展「KUTANIの新しい風」について

当日在廊の作家による絵付の実演を会期中毎日、会場内

にて、随時行います。

恐れ入りますが、詳細は、柿傳ギャラリーのホームページ

とSNSの公式アカウントにて発表致します。

どうぞご高覧頂ければ幸いです。

絵付の実演

出品 作 家

（在廊予定日）

福島武山（4月4～5日、9～10日）

河田里美

仲田錦玉（4月9～10日）

有生礼子（4月6日）

井上雅子（4月4日）

今川朋実（4月8～9日）

織田恵美

勝亦秀彰

河内範子（4月8日）

河端理恵子（4月4～5日）

澤谷由子（4月4日）

早助千晴（4月4日）

架谷庸子（4月7～8日）

広瀬絵美（4月10日）

山浦早織

吉田純鼓（4月6～7日）

吉村茉莉（4月4日）

会 期

開 廊 時 間

 

会 場

令和2年4月4日(土)～10日(金)

会期中無休

11:00 ～19:00  

※ 最終日の4月10日(金) は17:00まで

〒160-0022東京都新宿区新宿3-37-11 安与ビル地下2階

TEL 03-3352-5118／ FAX 03-5269-0335

MAIL gallery@kakiden.com

http://www.kakiden.com/gallery



昭和38年 石川県立工業高校デザイン科卒
昭和61年 日本工芸会 正会員
平成 7 年 創造美術展 東京都知事賞
平成11年 第23回 全国伝統的工芸品公募展 第一席グランプリ内閣総理大臣賞
平成13年 伝統九谷焼工芸展 大賞
平成17年 石川県指定無形文化財 九谷焼技術保存会会員 指定
平成19年 九谷焼伝統工芸会 会長就任、石川の伝統工芸展 優秀賞
平成27年 エルメス社時計文字盤（陶くらべ）制作
平成28年 第1回 三井ゴールデン匠賞 受賞
　 石川県文化功労賞

福島武山 Fukushima Buzan河田里美 Kawada Satomi

不動明王像
Ｗ16.5×Ｄ15.0×Ｈ42.5 ㎝

お重 花詰に目白
φ16.5×Ｈ15.0 ㎝

平成10年 名古屋デザイナー学院 卒業　　その後、広告代理店勤務
平成17年 石川県立九谷焼技術研修所 本科 卒業
平成19年 日本工芸会 正会員　中村陶志人氏に師事
平成29年 日本伝統工芸士 認定
現在、石川県立九谷焼技術研修所 蒔絵講師、金沢美術工芸大学 花詰講師



盛金鉄線文青粒茶碗
中に百人一首歌
φ11.0×Ｈ7.0 ㎝

平成25年 中田勝彦、三代錦玉を襲名
  伝統九谷焼工芸展 入選　以降多数入選
平成28年 九谷焼伝統的工芸士 認定
平成29年 石川県伝統産業 優秀技術者 奨励賞
　 おおむらさきゴルフ倶楽部理事長杯 優勝杯制作
　 小松市五彩曳山を地元九谷焼作家と共同制作
令和元年 日本伝統工芸士会作品展 一関市長賞

仲田錦玉 Nakada Kingyoku

有生礼子 Arise Reiko

花器 金魚遊文
φ8.5×Ｈ8.0㎝

平成27年 北陸新幹線 金沢駅待合室 陶板制作
　 能美市美術展 優秀賞
平成28年 ものづくり・匠の技の祭典 匠なでしこ賞
平成31年 第42回 伝統九谷焼工芸展 優秀賞

井上雅子 Inoue Masako

龍
φ9.0×Ｈ25.5 ㎝

平成14年 石川県立九谷焼技術研修所 卒業
平成25年 九谷焼伝統工芸士 認定
平成29年 第56回 日本現代工芸美術展 現代工芸新人賞
平成31年 第58回 日本現代工芸美術展 現代工芸賞



「どんぐりはあげないよ！」
Ｗ13.8×Ｄ13.8×Ｈ3.0 ㎝

花器（向日葵の図）
Ｗ16.0×Ｄ16.0×Ｈ53.0 ㎝

昭和61年 神奈川県横浜市生まれ
平成22年 Whitireia Polytechnic 制作展示会 カラー部門 受賞
平成30年 第13回 能美市美術展 市長賞
平成31年 石川県立九谷焼技術研究所 本科 卒業

昭和63年 石川県立九谷焼技術研修所 専門コース 卒業
　 東剛太郎氏に師事、ロクロを学ぶ
平成 3 年 独立し窯を築く
平成24年 九谷焼伝統工芸士 認定

FOLIE
φ7.5×Ｈ3.5㎝

赤絵細描 抹茶碗
φ14.8×Ｈ5.8 ㎝

平成3年 岩手県雫石町生まれ
平成30年 石川県立九谷焼技術研修所 研究科 卒業
 第41回 伝統九谷焼工芸展 能美ロータリークラブ賞（新人賞）
　 100周年記念 大村文子基金 2018年度女子美制作 研究奨励賞

平成 7 年 石川県九谷焼技術研修所 卒業
平成18年 第9回 日本伝統工芸士会作品展 特賞
平成20年 石川県伝統産業優秀技術者奨励者として表彰を受ける
平成24年 全国伝統的工芸品コンクール 内閣総理大臣賞

勝亦秀彰 Katsumata Hideaki

河内範子 Kawauchi Noriko

今川朋実 Imagawa Tomomi

織田恵美 Oda Emi



マトリョーシカ盃 いちこ
φ5.0×Ｈ7.5㎝

花器 銀湾
φ12.0×Ｈ24.5㎝

平成19年 石川県立九谷焼技術研修所 卒業
平成23年 北國女流美術展 最高賞
平成30年 全国伝統的工芸展品公募展 日本商工会議所会頭賞
  金沢市ものづくり奨励賞

平成元年 兵庫県西宮市生まれ
平成29年 京都わん・碗・ONE展～次代を担う若者の作品展～優秀賞
平成30年 京都伝統工芸大学校 陶芸科 卒業
平成31年 第14回 能美市美術展 大賞

赫焉花詰黒粒香炉
φ7.2×Ｈ8.0㎝

香合 露衣（つゆごろも）
φ7.3×Ｈ4.9 ㎝

昭和57年 石川県小松市生まれ
平成25年 IKEYAN☆オーディション グランプリ
平成26年 第37回 伝統九谷焼工芸展 奨励賞
平成30年 第42回 石川県伝統産業技術奨励者賞 

平成元年 秋田県横手市生まれ
平成26年 上越教育大学大学院 学校教育研究科 芸術系コース（美術）修了
平成28年 平成27年度 岩手県美術選奨 受賞
平成29年 金沢卯辰山工芸工房 修了

架谷庸子 Hasatani Youko

早助千晴 Hayasuke Chiharu

河端理恵子 Kawabata Rieko

澤谷由子 Sawaya Yuko

かくえん



赤絵細描花紋香炉
φ7.0×Ｈ9.2 ㎝

星華（ほしのはな）
φ9.2×Ｈ10.3 ㎝

吉田純鼓 Yoshita Junko

平成25年 第28回 石川の現代工芸展 入選
平成26年 石川県立九谷焼技術研修所 卒業
平成29年 第40回 伝統九谷焼工芸展 入選
平成31年 石川県デザイン展 金沢漆器商工業協同組合 理事長賞

吉村茉莉 Yoshimura Mari

昭和63年 石川県生まれ
平成24年 石川県立九谷焼技術研修所 研究科 卒業
平成27年 金沢卯辰山工芸工房 修了
　 第71回 金沢市工芸展 北陸放送社長賞

淡青
Ｗ6.0×Ｄ5.5×Ｈ3.5 ㎝

香合 スミレコンゴウインコ舞う
Ｗ4.5×Ｄ6.0×Ｈ7.0 ㎝

広瀬絵美 Hirose Emi

石川県金沢市生まれ
平成29年 第32回 石川の現代工芸展 奨励賞
　 第12回 能美市美術展 優秀賞
平成30年 石川県立九谷焼技術研修所本科 卒業

山浦早織 Yamaura Saori

長野県生まれ
石川県立九谷焼技術研修所本科 卒業
第3回 やましろ器コンペ 入賞
第15回 砺波市美術展 大賞



新宿で大人の道草を。

価格表

作家名 作品名
本体価格／円

（税込価格／円）
作品サイズ(㎝)

お重 花詰に目白 280,000
（308,000） φ16.5×H15.0河田里美

花器（向日葵の図） 500,000
（550,000） W16.0×D16.0×H53.0河内範子

福島武山 不動明王像 1,200,000
（1,320,000） W16.5×D15.0×H42.5

織田恵美 赤絵細描 抹茶碗 90,000
（99,000） φ14.8×H5.8

勝亦秀彰 「どんぐりはあげないよ！」 38,000
（41,800） W13.8×D13.8×H3.0

40,000
（44,000） φ8.5×H8.0有生礼子 花器 金魚遊文

井上雅子 50,000
（55,000） φ9.0×H25.5龍

今川朋実 30,000
（33,000） φ7.5×H3.5FOLIE

河端理恵子 57,000
（62,700） φ7.2×H8.0赫焉花詰黒粒香炉

赤絵細描花紋香炉 55,000
（60,500） φ7.0×H9.2

香合
スミレコンゴウインコ舞う

20,000
（22,000） W4.5×D6.0×H7.0山浦早織

吉田純鼓

淡青 10,000
（11,000） W6.0×D5.5×H3.5広瀬絵美

星華（ほしのはな） 80,000
（88,000） φ9.2×H10.3吉村茉莉

68,000
（74,800） φ7.3×H4.9香合 露衣（つゆごろも）澤谷由子

早助千晴 花器 銀湾 80,000
（88,000） φ12.0×H24.5　

架谷庸子 マトリョーシカ盃 いちこ 44,000
（48,400） φ5.0×H7.5

仲田錦玉 400,000
（440,000） φ11.0×H7.0盛金鉄線文青粒茶碗

中に百人一首歌
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