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未来志向のものづくりに出会えるイベント

Kyoto Crafts Exhibition “DIALOGUE”

出展事業者決定／関連イベントのご案内
http://kougeinow.com
KYOTO KOUGEI WEEK実行委員会が主催する、ホテル カンラ 京都で
の工芸の展示販売会イベント「Kyoto Crafts Exhibition “DIALOGUE”
」のプレスリリースをお送りします。
2020年2月27日・28日・29日と開催日が近づいてまいりましたので、
貴媒体にて情報の掲載や取材をご検討いただけますよう、よろしくお願
い申し上げます。
ホテル カンラ 京都の客室やエントランスにて、60組以上の伝統的な背景
を持った事業者が集まる展示販売会”DIALOGUE”を開催します。「工芸
を"未来志向"のものづくりへ」というキーワードのもと、工芸や手仕事
を通じて、ものと人との関係をもう一度見つめ直すような展示販売会を
行います。関連イベントとして、国内有数の地場産業活性化イベント
「工場の祭典（新潟県・燕三条）」のディレクター・山田遊氏（method）
をお招きしたトークイベントや、作り手との交流が行えるレセプション
パーティなども実施予定です。
Drawing：Ryoko Takahashi , Graphic desing：SANOWATARU DESIGN OFFICE INC.

トピックス

開催概要

［1］これからの活躍が期待される京都の若手職人や、新しい商

イベント名： Kyoto Crafts Exhibition “DIALOGUE”

品開発に挑む老舗、各地にて土地に根ざしたものづくりを発信

開 催 日： 2020年2月27日[木] 13:00〜20:00

し続ける事業者など、多彩な 60 組以上の事業者が出展します。

2月28日[金] 11:00〜20:00
2月29日[土] 11:00〜18:00

本リリース2、3 ページ目をご参照ください。

※27日終日/28日17時まではご招待のお客様限定の内覧会です

入 場 料： 1,000円（税込）
※出展商品が購入できる「500円ショッピングチケット」付き
※会期中何度でも入場可能です

［2］2 月 28 日夕方からは、バイヤー・ディレクターとして全国
各地で幅広く活躍中の山田遊氏（method）が登場！当イベント
のキュレーターとクロストークを行います。
本リリース4ページ目をご参照ください。

会

場： ホテル カンラ 京都

住

所： 京都市下京区烏丸通六条下る北町190

主

催： 「KYOTO KOUGEI WEEK」実行委員会

共

催： 京都府、hotel kanra kyoto、CEMENT PRODUCE DESIGN

協

力： DESIGN WEEK KYOTO 実行委員会、京都市、

https://www.hotelkanra.jp

［3］DIALOGUE の出展者と深く交流できるレセプションパー
ティを開催します。

KYOTO CRAFTS MAGAZINE、京都伝統産業ミュージアム

本リリース4ページ目をご参照ください。

［4］DIALOGUE の開催に当たり、まだまだスポンサー募集中！
作り手たちが発表できる機会を一緒に盛り上げませんか ?
本リリース5ページ目をご参照ください。

最新情報を
facebook & Instagram で配信中です。
で配信中！
facebook：「Kougei NOW」で検索

Instagram：kougeinow

［5］手仕事の魅力を伝える DIALOGUE の開催をサポートして
くれるボランティアスタッフを募集中です。
本リリース6ページ目をご参照ください。

〈本事業に関するお問い合わせ〉
DIALOGUE 2020事務局

〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町 93

MAIL:dialogue@cementdesign.com URL:http://kougeinow.com/

京都リサーチパーク スタジオ棟 D-103 セメントプロデュースデザイン京都事務所内
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＊50音順

AIUEO｜木版和紙

絲 tabane｜金銀糸アクセサリー

ayako.ceramics｜陶芸

丹波漆プロジェクト｜漆工芸品

池内友禅｜糸目友禅染

つまみかんざし彩野｜つまみ細工

うなぎの寝床｜MONPE / 久留米絣

Take a nap Crackers｜米菓喫茶

奥野むつみ｜手描友禅

Teyney｜ライフスタイルプロダクト

orit.｜播州織 / ファッション

陶仙窯｜陶磁器

OLN｜桐生織

鳥居｜表装裂

錺之 -KAZARINO-｜錺金具

torinoko｜ペーパーアイテム / インテリア雑貨

KAJI KINRAN｜金襴

長岡銘竹株式会社｜京銘竹

我戸幹男商店｜山中漆器 / デザインプロダクト

南條工房｜佐波理製鳴物

加藤徳美｜陶磁器

nobegane｜西陣織 箔屋

加藤真雪｜陶磁器

白白庵｜HYBRID JAPANESE ART

株式会社 龍村美術織物｜京都 Art textiles

PARANOMAD｜テキスタイル / インテリア

京からかみ丸二｜唐紙

/fan/fun｜扇子

京金箔押 常若｜金箔押

ふくろやタオル｜エシカルタオル

京都デニム｜ファッション / インテリア / アートパネル

文染｜文房具

京都西陣織 もりさん｜Nishijin-textile

Bench Work Tatenui｜木工芸

KRAS｜バリ島工芸雑貨 / 家具

便利堂｜美術印刷

ケイコロール｜テキスタイル

POLS｜播州織 / ファッション

洸春窯｜陶芸

matsew｜バッグ

堺町御門前 平七｜有職織物

宮本 我休｜仏像彫刻

醒間｜プロダクト / 体験企画設計

MUJUN｜ホームウェア

三峰園窯｜陶器

MUTSUMI oitate｜漆芸

重彩｜コミュニティアート

MOBJE｜インテリアアート

松斎窯｜陶磁器

Morphosphere｜友禅アクセサリー

SHINTO TOWEL｜タオル / セミオーダーブランケット

山本合金製作所｜和鏡

染工房 正茂｜手描友禅

yuka seto｜植物装飾品

TAKAKO DESIGN WORKS｜テキスタイル・アクセサリー

米原康人｜扇子箔押し

宝島染工｜染物 / ファッションプロダクト

yoru design｜プロダクト

詫間宝石彫刻｜水晶工芸

RAKUKEI 洛景工房｜革小物 / 色

竹笹堂｜木版画

輪島キリモト｜木漆製品 / 漆パネル

takenaka kinsai｜金彩工芸
最新情報を
で配信中！
facebook & Instagram で配信中です。
facebook：「Kougei NOW」で検索

Instagram：kougeinow
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京都を中心に、全国各地から！DIALOGUEキュレーター注目の出展事業者抜粋

TAKAKO DESIGN WORKS｜京都

白白庵｜東京

ふくろやタオル｜大阪

文染｜京都

南條工房｜京都

株式会社 龍村美術織物｜京都

AIUEO × 竹笹堂｜京都

Take a nap Crackers｜京都

錺之 -KAZARINO-｜京都

我戸幹男商店｜石川

輪島キリモト｜石川

つまみかんざし彩野｜千葉
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関連イベント①｜山田遊スペシャルトーク｜2月28日[金] 17:30〜

at.THE KITCHEN KANRA

今回の DIALOGUE の開催を記念し、バイヤー・監修者として活躍中
の山田遊さん（メソッド代表）をお招きしたスペシャルなトークを開催
します。日本を代表する地場産業活性化イベント「工場の祭典」
（新潟
県燕三条地域）を始め、これまでに関わってこられた日本各地の手仕事
・地場産業から見えてくる
「ものづくりのこれから」
について、お伺いし
ます。
聞き手：藤井昌弘・北澤みずき（DIALOGUE キュレーター）
■開催日時：2020 年 2 月 28 日 ( 金 ) 17:30 〜 19:00( 開場は 30 分前から )
■開催場所：THE KITCHEN KANRA｜ホテル カンラ 京都 本館 B2F
■参加費：無料
山田 遊（やまだ・ゆう）氏｜株式会社メソッド代表取締役
バイヤー、監修者。東京都出身。南青山のIDÉE SHOPのバイヤーを経て、2007年、

method（メソッド）
を立ち上げ、
フリーランスのバイヤーとして活動を始める。現在、株式
会社メソッド代表取締役。2013年「別冊Discover Japan 暮らしの専門店」が、エイ出版
社より発売、2014年「デザインとセンスで売れる ショップ成功のメソッド」誠文堂新光社
より発売。

＊定員になり次第締め切ります

■申し込み方法：
以下 URL の申込みフォームより、お申し込みください。
席に限りがございますので、お早めにご予約のほどお願いいたします。
申し込みフォーム： https://forms.gle/4GEHjBzXU7xGd5nV6

関連イベント②｜レセプションパーティ｜2月28日[金] 20:30〜 at.THE KITCHEN KANRA
今回の開催を記念し、
ホテル カンラ 京都B2FにございますTHE KITCHEN KANRAにてレセプションパーティを行ないます。
出展者や本展関係者も出席し、職人や作り手たちと広く深く交流できる場を設けました。ぜひお気軽にお申し込みくださいませ。
■参加費：5,500円

■申込先：https://bit.ly/2sYh8hD

アクセスはこちらからも

公式サイト

facebook

instagram

京都 東本願寺北の築23年の教育施設をコンバー
ジョンし、2010年秋に誕生。客室は既存の構造
を活かしながら、京都の伝統的な住宅形式の町家
をモダンに表現した、細長いʻマチヤスタイルʼの
デザインが特徴。
客室には畳スペースや檜葉の浴槽があり、部屋の
調度品やレストランでも伝統工芸品を使うなど、
和の趣きを感じるホテル。

https://www.hotelkanra.jp
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