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（最終日午後 5時閉場）

A4チラシ・フライヤー/マットコート135kg/両面カラー/5000枚/7日納期/15,890 円

協 賛

2022 年11月2日 [水] 
 -   11月7日 [月]
会 場

松屋銀座 8階イベントスクエア
入場料  大人500円（税込） 18才以下の方および高校生は無料

主 催  一般社団法人アートパワーズジャパン
後 援  京都府 
協 力　京都工芸美術作家協会、百工会、掛川の現代美術研究会
助 成  文化庁「ARTS for the future! 2」補助対象事業

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況により、営業日・営業時間が
   変更となる可能性がございます。
※一部非売品を除き、販売いたします。



 〈 今井眞正 〉 〈 secca 〉〈 吉村茉莉 〉〈 MOYAN 〉 〈 西中千人 〉 〈 増村真実子 〉〈 前田宏智 〉 〈 本間健司 〉

CREATING
THE NEXT
LUXURY
新しいラグジュアリーに向かって、

伝統の世界に刺激を与え続ける

美術工芸作家と現代アーティストとの

コラボレーションによって、

最新のNFTやメタバース（仮想空間）も

活用したKOGEI（工芸）とアートの

新しい展示や販売を実現します。

FUTURE ART KOGEI
KYOTO
京都工芸美術作家協会

今井眞正  柴田良三  西川勝  
井上絵美子  角田誠治  江口滉
村山明  入澤あづさ  片山雅美
鎌田幸二  建田良策  林玖瞠  
林侑子  藤井收  宮木康  
向井弘子  吉村楽入

A1

FUTURE
ART KOGEI

A3

FUTURE
ART KOGEI
野田版画工房  三好桃加
松島さくら子   増村真実子
BUAISOU  佐野文彦
川村のり子

A4

KOGEI+ART
コラボレーション
KYOTO
京都の工芸作家と
現代アーティストの
コラボレーション

平川恒太  船井美佐  原良介
笛田亜希  MOYAN  品川亮
山本基  椿昇  小林孝亘  小谷里奈
三沢厚彦  田中望  山本太郎
宮川真一  中村ローソク
西村圭功漆工房  洸春窯
大西常商店

A2

茶の湯 KOGEI+ART
コラボレーション
掛川現代アートプロジェクト

掛川にて、現代アーティストと
工芸作家の融合で創作された
茶道具の数々

ミヤケマイ  中村ケンゴ  名和晃平
東泉一郎   土屋公雄  本田健
ひびのこづえ  笛田亜希  竹廣泰介
俵藤ひでと  大窪恒夫
jungjung  山田将晴
本田恵美  相原健作  伊藤常

B1

茶の湯 KOGEI+ART
百工比照 GINZA
奈良宗久先生 監修

B2

CREATING
THE NEXT LUXURY
日本の文化や伝統・技術力を活用し、
世界観や価値観をコンテンツとして
磨き、新しいラグジュアリーの
創造を目指す

C

水代達史  近藤亮平
小宮彩瑛   山ノ瀬亮胤

C1

水谷奈央  関美怜  泉谷麻紀子
崔壽現  梅田香奈

C2

C4

前田宏智  牟田陽日  吉村茉莉
佐合道子  本間健司

C3-1

西中千人  secca  俵藤ひでとC3-2

現代アートE

E1 山本基  田中望  山口藍
ひびのこづえ  椿昇  三沢厚彦
小津航  須永有  MOYAN
小谷里奈  畑山太志  平川恒太
ミヤケマイ  増田将大  山口典子
CHRIS  濱口健  笛田亜希
薄久保香  小沢さかえ  平井武人
船井美佐  海野貴彦  小林孝亘
朝山まり子  石塚隆則  流麻二果
清川あさみ  小瀬村真美  土屋公雄

E2 朝山まり子  勝又公二彦  土屋貴哉

E3 能條雅由

E4 平川恒太  土屋公雄  笛田亜希
本田健  中村ケンゴ  原良介

E5 石塚隆則  永島京子  蓮輪友子

E6 品川亮

E7 GORILLA PARK  藤崎りら

メタバース（仮想空間）と 
NFTの新しい体験価値
NFTとメタバースによって
工芸の新たな視点を追求する

D

D1 ＮＦＴとメタバース

D2 NFTアート／SHOP
Rakuten NFT 
ゆうきのつばさ

D1,2 三沢厚彦  中村ケンゴ  山口典子
MOYAN  笛田亜希  小瀬村真美
土屋貴哉  濱口健  松村咲希
キャシー中島  宇山葵
ザリガニワークス  福井利佐
今井トゥーンズ  小林さらん  
佐々木玲奈  藤崎りら

ゆうきのつばさ
   松元竣資  大沼森彦
   海太郎  松本トモヨシ  関凌太郎
   ANNA  カルロス速人
   KENSHiROU  ITUKI  Ryota
   東谷賢佑  林康浩

会場構成 ： 篠崎隆（アスタリスクスタジオ）
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新しいラグジュアリーに向かって、

銀座からKOG E I ＋ A RTが始動する

会 　場 松屋銀座8階イベントスクエア （最終日午後5時閉場）
入 場料  大人500円（税込）18才以下の方および高校生は無料

2022 年11月2日 [水] -   11月7日 [月]

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況により、営業日・営業時間が
   変更となる可能性がございます。
※ 一部非売品を除き、販売いたします。

※ 敬称略、順不同。

松屋銀座8階イベントスクエア
（最終日午後5時開場）

ミヤケマイ  田宮亜紀  谷穹
清水志郎  上出惠悟  桝本佳子
吉田直嗣  澤谷由子  新里明士
戸田浩二  設楽享良  安齊賢太
長谷川清吉  畠春斎  竹俣勇壱
猿山修  坂井直樹  中村友美
嘉戸浩  山田能資
長岡銘竹株式会社  海田曲巷
細川秀章  柴田恭久  野田幸江
岩渕祐二  土岐謙次  新宮州三
つのだゆき  堀口徹  永木卓
市川岳人

加賀藩五代藩主前田綱紀が
自ら指導した工芸の
資料集大成である百工比照。
現代における百工比照を目指し、
工芸作家と現代アーティストによる
茶道具の創造

奈良屋梅渓  坂井直樹  西村松逸  
池田晃将  俵藤ひでと  新里明士
品川亮  松林豊斎  佐合道子

前川大地


