Kyoto Contemporary Project
古の都、京都で育まれてきた伝統的な工芸
品は「京もの」
と呼ばれ、人々に長らく親しまれ

DAITOU SHINGU KOGYO CO.,LTD. − 大東寝具工業株式会社

ASADA KAWARA FACTORY − 浅田製瓦工場

てきました。これを、よりモダンに、現代人が
普段の生活でも使えるような製品にしたい。
それが私たちの切なる願いでした。本プロジェ
クトの理念は、京ものの魅力を現代でも
使いやすいものとして伝えること。私たちの
製品から京都の職人の魂を感じ、味わって
頂けるよう、日々のものづくりに励んでおります。
「Kyoto Contemporary プロジェクト」は、
世界のクリエーションの中心地であるパリ、
そして伝統のものづくりの粋を極める京都を
軸としております。気鋭のフランス人デザイナ
ーと、京都の職人とのコラボレーションから、
それれの技術を結集した製品が生まれました。
京都の熟練の職人の技と心、
そしてパリの最
先端のデザインが融合した革新の世界へ、
皆さまをご招待致します。

excellent traditional crafts with a long history
are called Kyo-mono. Here, our mission is
to convey the charm of Kyo-mono and to
continue our effort to create products that
KOSEIDO − 弘誠堂

KOBORI BUTSUGU MFG. CO − 株式会社小堀

In Kyoto, the ancient capital of Japan, the

bring joy to people’s modern daily lives,
by applying these advanced and sophisticated
craftsmanship, and also by incorporating
contemporary design perspectives.
Kyoto Contemporary Project is based in the
center of creation - Paris, and the center
of traditional crafts - Kyoto. Through the
sincere collaborations between Parisian
designers and Kyoto artisans, we have now
created the products filled with their unique
techniques. We invite you to appreciate this
universe of innovations that symbolizes the

MOTOYAMA TATAMI SHOP − もとやま畳店

KUBO SHOJI CO., LTD. − 久保商事株式会社

harmony between the excellent artistry of
Kyoto and cutting-edge designs of Paris.

www.kyoto-contemporary.net
www.facebook.com/KyotoContemporary
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STARRAIN − 西陣織テキスタイルブランドSTARRAIN

SAGARADEN NOMURA − 嵯峩螺鈿 野村

Organizer

Supporter
京都商工会議所
Kyoto Chamber of Commerce and Industry
Contact
株式会社TCI 研究所
〒602-8413 京都市上京区大宮通寺之内半丁下る大北小路東町
493ファーストコート今出川北7-B
TCI Laboratory Co.,Ltd.
First Court Imadegawakita 7-B, 493 Okitakoji Higashi-cho
Kamigyo-ku, Kyoto, 602-8413 JAPAN
TEL: +81-(0)75- 432-8751
FAX: +81-(0)75- 432-8015

MAIL: info@tci-lab.com
WE B: w w w.tci-lab.com
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ASADA KAWARA FACTORY − 浅田製瓦工場

Théophile Besson

Désormeaux/Carrette

飛鳥時代に日本に伝来した瓦は、現在も日本各地で製造されていますが、特に京都・

Théophile Bessonは、Saint-Etienne（セイント・エティエンヌ）

Désormeaux/Carrette スタジオは、2人のフランス人デザイナー、 Create the value of sleep. The sleep lab & factory DAITOU SHINGU

DAITOU SHINGU KOGYO CO.,LTD. − 大東寝具工業株式会社

東山付近で採れる粘土を用い、焼く前に磨くことで独特の光沢を持つものを「京瓦」 にあるEcole des Beaux-Arts（美術専門学校）卒業後、まず

Nathanaël DésormeauxとDamien Carretteが共同で設立しま

1925年創業。
「快眠とくつろぎの創造」を使命とし、睡眠学と寝具づくりによる睡眠環

と呼びます。この伝統を唯一受け継ぐ職人として、現役で活躍する京瓦鬼師・浅田晶

エルメスに入社、その後パリ市の運営するインキュベーション

した。彼らは、家具、照明、雑貨、インテリア、展覧会空間などを

境の改善と眠りのためのアイテムを開発しています。

久(浅田製瓦工場３代目)は、古くからの技を守るだけでなく、瓦の表面にシルクスクリ

施設・アトリエドパリで1年間経験を積み、2008年に個人事務

含む、幅広い分野のデザインを手掛けており、素材や製造過

ーン加工を施すなど、新たな技術も積極的に取り入れています。

所を設立しました。既存の創作分野の境界を飛び越え、アート

程に配慮した細やかなアプローチが特徴的です。立体製品の

とデザインを融合させた取組みを行っており、作品一つ一つで、

視覚的側面（グラフィックデザインなど）にも注目しながら、 リング縫製し、空気をまとう着心地のベッドリネンやパジャマ等のホームテキスタイルを

工芸職人のノウハウ（フランスのリモージュ、リスボンの陶芸産

デザインに取り組んでいます。

ラインナップ。又、寝装品だけにとどまらず、無垢な素材を用いてベッドや家具でくつろぎ

www.desormeauxcarrette.com

空間も提供しています。これらをベースに、Désormeaux/Carretteとのコラボレー

Théophile Bessonとのコラボレーションでは「ヨーロッパでこのモノトーンの素材が

どのように受け入れられるのか？」と興味を持ち、壁面装飾製品シリーズ「Hinotori」 業、水牛の革など）と、自分自身のクリエイティビティを組合せ、
を開発しました。色にあふれたフランス建築と、瓦の「いぶし銀」との融合が、京瓦の

イノベーションを起こしています。

歴史に新たな１ページを刻みます。

www.theophilebesson.com

理想の寝床環境を追求する中、乳幼児の肌にも安心のコットン・ガーゼ素材をレイヤ

ションでは、新しくエコマインドな空間を提案します。

www.daitoushingu.com
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www.kyogawara.com

KOBORI BUTSUGU MFG. CO − 株式会社小堀

Atelier Pelpell

Elise Fouin

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

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

Élise FOUIN は、Ecole Boulle校で金細工と家具デザインの

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、

高い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

卒業後すぐ、２人でAtelier PelPellを創設しました。美術大学の

２つの学位を取得した後、デザイナーとして独立。製品の形よ

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

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。仏具

Ecole Boulle在学中に出会ったスキルと専門的知識は、彼らの

りも素材に重きを置いており、デザインをする際、様々な実験を

以上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、

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。

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

通して素材の性質、製造過程にまず着目します。人間の触感

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。

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

に訴える素材の性質を理解した上で、繊細な手法でその性質

Atelier Pelpellとのコラボレーションでは、匠の技を活かし現代のライフスタイルに

げを追及してきました。また、これらの経験に基づき、ワーク

を引き出すような、プロダクトを開発しています。空間デザイン、 今回はデザイナーElise Fouinとのコラボレーションに挑戦。立体的に構成した和紙

合ったモダンな仏壇を開発しました。祈りのための用途だけでなく、インテリア空間を

ショップや文化イベントという形で、異業種の人々と共同で、

製品デザイン、家具デザインなどの分野で、陶芸家、家具職人、 とシルクの生地を、表具の技術を駆使して貼り合わせ、現代のインテリア空間に寄り添

彩るシェルフ等としても使えるシンプルなデザインで、置きタイプ・壁掛タイプがあります。 実験的な試みにも取り組んでいます。

大工、照明メーカー、高級ブランド、大規模小売店など、多様

う照明器具を開発しました。サイズ・カラーバリエーション展開も容易で、クライアントの

昨年の開発商品である木製壁面装飾材「Komyo」と連携させて、空間全体にまで

な異分野の人々と関わり活躍しています。

要望に合わせた受注対応も可能です。古くから伝わる和の技が、ヨーロッパの新たな

www.elisefouin.com

視点と巡り会い、幅広いスタイルの空間に映える照明器具が生まれました。

一歩踏み込んだ提案も目指します。

www.pelpell.com
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www.kobori.co.jp

KUBO SHOJI CO., LTD. − 久保商事株式会社

Sophie Dalla Rosa

Astrid Hauton

久保商事株式会社は、1938年の創業以来「きもの」に関するすべてのものを、商品企

Sophie Dalla Rosa は、
「Grand Prix de la Création de la

Astrid HAUTONは、ENSI - Les Ateliers校で学んだ後、 創業1916年の「もとやま畳店」は昨年100周年を迎え、代々受け継がれた丁寧な技術

画から製作まで一貫して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、

Ville de Paris （パリ市のクリエーショングランプリ大賞）」

ベトナムへ拠点を移し、３年間現地企業とともに現代的な工

に裏打ちされた高品質の畳を作ってきました。長年の地域密着型の営業展開に加え、

日本の良き心や伝統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

の2007年受賞者で、ニットの技術を応用した創作に取り組ん

芸品開発に携わり、数人の現地デザイナーとともに、ハノイ・

1998年から海外展開も積極的に行い、伝統的な畳にとどまらず、新しい市場開拓の

りにも取り組んでいます。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

でいます。ストラスブールのArts Décoratifs（工芸学校）を

プノンペンを拠点とする、短 期間限定のデザイン スタジオ

ための商品開発にも積極的に取り組んでいます。

新たな装いの美を追求します。

卒業後、小石などを芯にして毛糸で編み包んだ不思議な形の

「Future Living Studio」を運営しました。パリに戻った後、

彫刻作品や、同じ技法でアクセサリーなども制作しています。

シンプルな製造工程・誠実なデザイン・そして耐久性にこだわ

Astird Hautonとのコラボレーションを通じて、伝統の技が革新的なデザインと

さまざまな糸を操り独自の世界を紡ぎ出すニットデザイナーSophie Dalla Rosaとの

彼女の作品は、フランス語で「petits riens」、
「parasites」ある

った、日用品のコレクションを自身で開発しました。

融合し、機能的なモジュール家具が生まれました。２台セットのスツールは1台の

コラボレーションを通して、ランプシェードに挑戦しました。組紐の多彩なテクスチャー

いは「curiosités」と呼ばれ、
「自然や都市環境の解釈に影響

また、共同ワークショップ「TechShop-Ateliers Leroy Merlin」 テーブル内に収納でき、天板はすべて取り外し可能で中に物を収納できるように

と簡 素な美しさを 活 かした「M U S U B I 」。そのシンプルモダンな 佇まいは

を与える小さな創作」を意味しています。

でも様々な発明的なプロジェクトをサポートしました。プロダクト

なっています。長い時をかけて育まれた工芸の技と新たな発想力との出会いが作り上げ

www.sophiedallarosa.com

デザイナーの役割を通じ、工芸と工業とを結ぶ架け橋となることを

た、どのような空間にも調和するミニマルな家具をご覧ください。

目指して活動しています。

www.kyo-tatami.com

上質な和空間を演出します

www.ribbon.co.jp

MOTOYAMA TATAMI SHOP − もとやま畳店

SAGARADEN NOMURA − 嵯峩螺鈿 野村

Pierre Charrie

1910年創業、京都で唯一、螺鈿・京漆器の製造卸販売を営む「嵯峩螺鈿 野村」。 Pierre Charriéは、国立デザイン学校のENSCI - Les Ateliersを

Lily Alcaraz & Léa Berlier

STARRAIN − 西陣織テキスタイルブランドSTARRAIN

Lily AlcarazとLéa Berlierの２人は、DuperréとENSCI-Les

呼称550年続く日本を代表する先染めの織物・西陣織を、世界に向けて新しい形で

「輝きと薄さを追求したこだわりの技術力」という理念のもと、日々制作に邁進して

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

Ateliersを卒業後、2009年、それぞれの知識と研究実績をもと

提案する先進的なブランド「STARRAIN」。西陣織はとても繊細な織物で、様々な

います。0.1ミリ以下の世界を何度も何度も塗り重ね、細やかな工程を丁寧に積み上げ

デザインにおいて着実に経 験を積んできました。現 在は 、

に起業しました。手工芸から工業的技術まで多岐にわたる

工程で職人の技が光る多彩な柄が特徴的です。本来は幅の狭い織物ですが、世界で

ることで耐久性が生まれ、いつまでも変わらない美しい状態で、お客様の手元に残る

Ligne RosetやGalerie MICAといった多くのメーカーやギャラリー

ノウハウを生かし、主にファッションや装飾分野のテキスタイル

の展開を目指し、広い幅のテキスタイルとして進化させ、新たな用途に展開する活動を

商品を制作しています。

と協働し、さまざまなプロジェクトを通じて、新しい音響デバイス

企業とのコラボレーションをして、テキスタイルコレクション

続けています。

や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

発表、生地を使ったインテリア空間提案、そしてさまざまな分野

Pierre Charrié とのコラボレーションから生まれた「Vison-Visu」は、パリのデザイナー

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

に応用できる布の柄や織物の創作に携わっています。手織物

Lily & Léaとのコラボレーションでは、オリジナルのパターンで作り上げた新しい

の斬新で感性豊かな発想力からデザインされたスタンドミラーです。鏡特有の反射を

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

のスペシャリストである２人は、自らも織機を使って様々な生地

生地と、壁面装飾材を開発しました。西陣織で表現された細やかなグラデーションが

利用したシンメトリーなデザインは、貝の妖艶な魅力と工芸の技の素晴らしさだけで

込む活動を行っています。また、
「Grand Prix de la Création

を織り上げる他、建築家やデコレーターの要望に沿って、色や

インテリア空間を彩ります。西陣織・木・ソリッドカラーの３種類のタイルを、ユーザー

なく、その製品が置かれる空間まで、より美しく映し出します。

de la Ville de Paris （パリ市のクリエーショングランプリ）」に

素材を研究し、オーダーメイドの製品開発も行っています。

が自由に組み合わせ、オリジナルの柄・形にして楽しんでいただける、新たなウォール

www.sagaraden.com

おいて大賞(シニアデザイン部門)を受賞しました。

www.lilyetlea.fr

パネルが生まれました。

www.pierrecharrie.com
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www.astridhauton.com

www.starrain-jp.com
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