Céline Thibault

久山染工は、京都で、職人の手作業により型を使ってプリントする染め技法「手捺染」 Céline Thibaultは、国立デザイン学校のENSCI - Les Ateliers
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HISAYAMA SENKO COMPANY − 有限会社久山染工

Amandine Chhor & Aissa Logerot

JOUBU GAMA − 丈夫窯

Amandine ChhorとAïssa Logerotは、国立デザイン学校の

丈夫窯は、京都の東に位置する山科に工房を構える窯元です。丈夫窯では真心を

に取り組んできました。通常、手捺染は染料に溶かした糊を使用しますが、久山染工

の学位を持っています。彼女は学生時代にインドを訪れた際、

日々生み出しています。

世界に出会いました。帰国後、この新しい世界をもっと追求した

2人は、カンボジア、モロッコ、カメルーンなどの発展途上国

いと感じていた時、幸運にもオートバイやそのネオ-レトロ文化に

において、共同で環境に優しいクラフト技術を使用した現代

対する思いを共有できる仲間と出会いました。これをきっかけに、

デザインに携わり、その後2013年にパリで自分たちのデザイン

彼女は一流ライダーたちをターゲットにした、バッグやスカーフ

スタジオを立ち上げました。材料、工芸品、工業生産過程に

では、それに加えて様々な薬品を併用し、独自に開発を重ねた斬新な表現の生地を、 クラシックバイクの Royal Enﬁeld を通じて初めてオートバイの

2016年、久山染工は自社開発の布地を使った、新しいテキスタイルブランド「ナイン

マウンテン」を立ち上げました。Céline Thibaultとのコラボレーションにより生まれた

バックパックには、この新たな取り組みにかける強い思いがつまっています。旅、フェス、 のデザインプロジェクトを立ち上げました。
そしてアウトドアなど、様々なシーンで思い出を共にできるパートナーのような、機能的
なバックパックが生まれました。

ENSCI - Les Ateliersを卒業後、それぞれエルメスなどのデザイン

着目し、シンプルで使い勝手の良いオブジェや家具を生み出
しています。プロダクトから空間まで幅広いスケールの企画に

www.celinethibaultdesigntextile.com

携わり、エレガントで無駄のないラインが、彼らのデザインの
特徴となっています。

http://hisayama.xsrv.jp

込めて一つ一つの作品を手作りで製作しており、独自に配合した釉薬から生まれる

事務所でキャリアを積んできました。2009年から2012年にかけ、 多彩な色合いは、国内外で高く評価されています。

AC/AL Studioと作り上げたフラワーベースは、丈夫窯の強みである「色」を存分に
表現するキャンバスともいえる逸品です。丈夫窯の釉薬に対する幅広いノウハウの
おかげで、配置のしかたによって様々な表情を見せる、個性的なデザインが生まれ

ました。新たに試作された100種類以上の釉薬から、デザイナーの厳しい目で選び
抜かれた配色は、現代のインテリア空間に、華やかな色のアクセントをそえてくれるこ
とでしょう。

www.joubugama.co.jp
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www.ac-al.com

KOBORI, INC. − 株式会社小堀

Atelier Pelpell

Pierre Charrié

KOSEIDO − 弘誠堂

1775年創業の小堀は、
その高い技術から国内外問わず数多くの寺院にも質の高い

インテリアデザイナー・Céline PelcéとGéraud Pellottieroは、

Pierre Charriéは、国立デザイン学校のENSCI - Les Ateliersを

弘誠堂二代目の田中善茂は、和紙を何層も貼り合わせる「表具」の技術を活かし、

卒業後すぐ、２人でAtelier PelPellを創設しました。美術大学の

卒業後、いくつかの事務所で働きながら、工業デザイン・家具

Ecole Boulle在学中に出会ったスキルと専門的知識は、彼らの

デザインにおいて着実に経験を積んできました。現在は、Ligne

創作、デザインの基本テーマとなっています。実際に職人たちと

RosetやGalerie MICAといった多くのメーカーやギャラリーと

働く経験を積み、彼らのアトリエで製品のディテールや仕上げを

協働し、さまざまなプロジェクトを通じて、新しい音響デバイスや

追及してきました。また、これらの経験に基づき、ワークショップ

インタラティブな製品の開発に、コンセプトの立上げ段階から

や文化イベントという形で、異業種の人々と共同で、実験的な

関わっています。彼は、環境や身体と製品との間の相関関係に

試みにも取り組んでいます。

興味を持っており、感覚的要素を工業製品のデザインに組み

京仏具を納めてきた老舗です。近年では、選び抜かれた京都の伝統工芸（経済産業大臣
認定）
を駆使したものづく
りに取り組んでいます。

木工、漆塗、金箔貼、彩色…。仏具制作の技術は日本の伝統工芸の集大成と言われる

ほど多岐にわたります。Atelier Pelpellとのコラボレーションでは、これらの技術を

活かしたモダンで汎用性の高い木製タイルを開発しました。職人の手仕事を感じさせる

デザインにより、京仏具や寺院の歴史を楽しんでいただける高品質な空間作りを
実現します。一部の素材には永年使われてきた日本の寺院の柱等を再利用。環境にも
配慮したエコロジカルな建築部材です。

込む活動を行っています。また、Création de la Ville de Paris に

www.pelpell.com

おいてグランプリ(シニアデザイン部門)を受賞しました。

www.kobori.co.jp

準文化財や古美術絵画、寺院の仏画などの修復を数多く手掛けてきました。100年の
歴史を持つ美術工芸品の保護に全力を尽くしつつ、伝統技術にこだわらない、現代の
ライフスタイルにマッチした装飾方法の研究にも取り組んでいます。

今回はデザイナーPierre Charriéとのコラボレーションに挑戦。京都西陣の帯に用い

られる「焼き箔」の技術を使用した和紙を、1000年間続いてきた表具の技術を駆使
して屏風式のモダンなテーブルに仕上げました。

www.kyo-hyougu.com
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www.pierrecharrie.com

KUBO SHOJI CO., LTD. − 久保商事株式会社

Sophie Poupaert

Pauline Krier

KYOTO SHIBORI BIKYO CO., LTD. − 株式会社京都絞美京

1938年の創業以来「きもの」に関するすべてのものを、商品企画から製作まで一貫して

Sophie Poupaertは2008年に美術大学のEcole Boulleの工業・

Pauline Krierは、アートと工芸に興味を持ちながら、家具装飾

プロデュースしてきました。
「いいものを創る姿勢」を理念とし、日本の良き心や伝統

1937年の創業以来、京都絞美京は絞染の技術を活かした手作りの着物や和装

家具デザイン科を卒業し、2013年、LʼAccent du m（企業や

技術を学んで21歳で独立しました。デザイナー兼修復家として、 装飾品を製造販売してきました。伝統工芸士の松岡輝一は、伝統的な絞染の技法を

きもの文化の担い手として、日本の美を受け継ぎ育みながら新たな装いの美を

取り組むスタジオ）を共同創設しました。そして、新しい知識の

効いたユーモアのセンスがあり、作品を通して、生活、習慣、 アイテムを生み出しました。KIZOM Éは2016年に同氏が京鹿の子絞の技術を

習得を目指して夜間講習などに通いながら、2016年はじめ、

精神の問題に取り組んでいます。

活かして設立したブランドです。

Alexandra Lucas

KIZOMÉ TSU-TSU Scarf Collection「Umi」は、円 筒 状の型に生 地を巻き

技術を大切に守りながら、現代のライフスタイルに合うものづくりにも取り組んでいます。 職人のユニークなノウハウ、製品、ブランドに着目したデザインに
追求します。

モーションとグラフィックのスタジオ「aert」を創設しました。
物事
Sophie Poupaertとのコラボレーションから生まれた「六角」は、パリの若きデザイナー
のフィルターを通してアレンジされた日本の伝統柄を地紋に配し、京都の織・染の技
によって完成したモダンなファブリックポーチ。パリのエスプリと京都の美意識が融合
した、美しく機能的にも優れたアイテムです。

の細部にまで気を配る彼女のデザインモットーは、新たな世界を
発見すること、想像の力で人々を動かすこと、
人々を驚かせたり、
笑顔を届けることです。

独特の視点から人間の暮らしに着目した彼女は、ウイットの

本プロジェクトで協働したAlexandra Lucasは、イラストや想像上
のキャラクターにひらめきを得た珍しいものを多くデザイン、
創作しています。彼 女が 作り上げる世界 観は、静か、失礼、
冷笑的、はたまた詩的だったりする、想像上の生き物によって

www.aert.fr

表現されており、主に金属を用いて創作を行っています。

www.ribbon.co.jp

付けて柄を出す京鹿の子絞の伝統的な技法の一つ、
「筒絞り染め」を施したスカーフ
です。生地の巻き具合によって生まれる模様には二つとして同じものはありません。洗練
された色と風合いをお楽しみください。

www.kyoto-shibori.com

www.alix-loca.com
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www.paulinekrier.com

正絹だけでなく革などの素材にも挑戦し、材料から製作まで100％日本製のファッション

MARUWA CO., LTD. − 丸和商業株式会社

Esther Bacot & Arnaud Le Cat

Studio Monsieur

NISHIMURA YUZEN-CHOKOKU − 西村友禅彫刻店

丸和商業は、
「風呂敷は心を包む道具」と考え、風呂敷専業の会社として日本国内のみ

Unqui Designersは、2011年に４人のデザイナーによって創立

Manon LeblancとRomain Diroux により2012年に設立された

西村武志は45年間、友禅着物の伝統ある型染め技法を用いた、友禅彫刻一筋に取り

されたインダストリアルデザイン事務所です。創作に対する

Studio Monsieurは、主に家具やオブジェなどのデザイン、加えて

情熱と、既存の価値観に対して挑戦を続ける姿勢が、メンバー

ウインドウディスプレイや空間デザインなど幅広く行っています。 技法を守るべく、世界へその芸術を発信することに踏み切りました。西村友禅彫刻

のモチベーションの源になっています。ユーザーの知覚体験や、

彼らは、工芸品と工業生産品の製造過程に注目しており、様々な

Unqui Designersと昨年発表した、斬新なグラフィックを組み合わせた風呂敷と、 エコシステムの分析に基づいたデザイン手法を採用しており、

工程の中で試行錯誤を重ねながら、素材・線・色が特徴的な

ならず、海外のお客様へも卸販売してきました。われわれは、古いものをそのまま継承
するばかりではなく、現代のライフスタイルにマッチした商品を提案しています。

シンプルで機能性の高い革ハンドル（TSUNAGU）で作るモダンなバッグは大変

好評を博しました。今回はその第2弾となる、新しいデザインの風呂敷による小さい
サイズのショルダーバッグとバックパックをお届けします。知恵の詰まった風呂敷由来の

多くの工業デザインプロジェクトや調査プロジェクトにも参画して

作品を生み出してきました。Studio MonsieurはCréation de la

います。2011年には革新的なキッチンを考案しEmile Hermès賞を

Ville de Paris においてグランプリ(ジュニアデザイン部門)を

受賞、2015年には学校用家具をデザインしJean Prouvé賞を

受賞しました。

このカバンは、あなたのライフスタイルをより豊かなものにしてくれるでしょう。

受賞しました。

www.furoshiki-kyoto.com

www.unquidesigners.com

www.studiomonsieur.com

組んできました。着物が時代とともに激減していくのを目の当たりにし、同氏は型染め

店は、伝統を打ち破り、世界中の人々の生活に希望の光を灯すものづくりに日夜邁進
しています。

今回コラボレーションしたStudio Monsieurは、西村氏の技術と人柄に感銘を受け、
彼の制作物を「型紙」を超えた「芸術作品」としてみせるための製品「Fuu」を生み
出しました。友禅型紙の作品を、空間に飾り愛でる、または、うちわとして手にとり
楽しむ・・・西村氏の作品とより近くふれあう、特別な道具に仕上がりました。
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www.nishimura-yuzen-chokoku.com

TANAKA CASE CO., LTD. − 株式会社田中ケース

Sika Viagbo

Christophe Lhote

URAI CO., LTD. − ウライ株式会社

大正12年(1923年)創業。オーダーメイドによるオリジナルの箱やケースを製造販売して

Sika Viagboが代表を務めるAtelier Lilikpóはモザイクの装

Christophe Lhoteは、ジュエリーデザインを専攻した後、フランス
・

ウライ株式会社は、きものを通じて「美と装いの文化を創り伝えること」を使命として

飾品をデザイン、創作しています。モザイクは古代から伝わる

Toulonにある美術学校で美術の基礎を学びました。その後

技法ですが、Sika Viagboは、インテリア装飾をもオートクチュール

パリで技術に磨きをかけ、独自の限定シリーズの高級宝石の

ファッションと同列にみなし、独自の世界観を表現してきました。

販売を始めました。2014年に自分のアトリエを設立し、初めての

彼女のモザイクは単なる装飾ではなく、インテリアの「衣装」の

コレクション開発に携わりました。彼は、創造とは、スタイル、 活かした、インテリア、テーブルウェアにチャレンジします。京都の金彩工芸の和装

一部となります。現代的で革新的な彼女のモザイクは壁面だけ

ボリューム、カラー、エピソード、はかなさ、コーディネートなどの

ではなく、床や天井にも施され、古典的な生地や柄にインスピ

バランスだと考えています。彼は自身の仕事を「喜びを描くこと」 による新ブランド「輝跡-kiseki」から、レザー素材と京友禅による新感覚のテーブル

レーションを得たデザインは、影などを巧みに用いた奥行きを

と表現しています。

います。京都を拠点にする企業やお香などの伝統産業製品のギフトパッケージ、精密
測定機器の本体や備品ケース、宝飾ケースなどお客様の用途に合わせたケースを
専門に扱っています。

デザイナーSika VIAGBOとのコラボレーションでは、創業からの重要なコンセプト

である「大事なものを入れる箱をお客様が満足いくまで作りこむ。」をモットーに、多く
の方々に受け入れられる新しいケースを目指しました。同社発祥の時計ケースにヒントを

得て、現代社会において生活必需品となったスマートフォンや写真、大事な小物などを
収納する斬新なスタイルの「箱」に仕上げました。

www.tanaka-case.co.jp

表現しており、革のような意外な素材にも挑戦しています。

www.atelierlilikpo.com

www.christophe-lhote.com

日本全国の呉服店をサポートしつつ創業65年を迎えました。

ライフスタイルや価値観が大きく変化していく時代に順応し、伝統産業の技術を
トップメーカー「光映工芸」和田全央氏とChristophe Lhote氏のコラボレーション

マットが生まれました。金彩の輝きと友禅染の世界が、コンテンポラリーな室内空間を
豪華に演出します。

www.urai.co.jp

