プレスリリース
2016 年 11 月 1 日
テーブルウェア・フェスティバル実行委員会

日本の名窯から海外ブランドまでが一堂に会する
本開催で 25 周年を迎える国内最大級の“器の祭典”が来春も開催!
東京ドームにて 2017 年 1 月 29 日（日）～2 月 6 日（月）計 9 日間 開催
テーブルウェア・フェスティバル実行委員会は、
「テーブルウェア・
フェスティバル 2017 ～暮らしを彩る器展～」を、2017 年 1 月 29 日(日)
~2 月 6 日(月) の 9 日間、東京ドームにて開催いたします。
記念すべき 25 周年を迎える本展は、長年に渡り多くのお客様にご愛顧
いただき、前回は約 28 万人の方がご来場されました。
毎年ご来場いただいているリピーターの方でも、必ず日々の食卓を彩る
発見や驚きがあるのが本展の魅力。展示をはじめ、ステージイベントや
セミナー、お買い物など、様々な楽しみ方をご提供いたします。
今回は、デザインやアートに満ちたライフスタイルが人気の北欧に
フォーカスし、テーブルウェアをはじめ、ファブリックや家具にまで
こだわった空間をご提案する「Lifestyle～北欧 DESIGN～」をメインに、
食卓を彩るアイディアにあふれた企画をバージョンアップしてお送り
いたします。
さらに、25 周年を記念して、各界から招いたゲストによるトークと
ライブのスペシャルステージを、期間中毎日開催いたします。

■特集企画Ⅰ「Lifestyle～北欧 DESIGN～」
デザインやアートが暮らしに溶け込む北欧。スティグ・リンドベリやリサ・ラーソンを始めとする人気デザイナーが手が
けたテーブルウェアやぬくもりのあるヴィンテージ食器の数々をファブリックや家具、照明器具、キッチンウェアと共にご
紹介します。本イベント初出展となるブランドも必見です。

スティグ・リンドベリ

グスタフスベリ

コスタ ボダ

リサ・ラーソン

イッタラ

ヴィンテージ

デザインハウス ストックホルム

［展示ブランド］
アラビア、イッタラ、オレフォス、グスタフスベリ、ゲンセ、コスタ ボダ、ジョージ ジェンセン、ダンスク、
デザインハウス ストックホルム、ペンティック、リサ・ラーソン、レ・クリント、ロールストランド

■特集企画Ⅱ「至高の饗宴～伊万里鍋島焼×輪島塗～」
日本を代表する陶磁器の産地「伊万里鍋島焼」と漆の産地「輪島塗」
。
伝統の技と現代のモダンさを兼ね備えた産地同士のコラボレーション展示をお楽しみください。

畑萬陶苑

青山窯

［展示ブランド］
＜伊万里鍋島焼＞
畑萬陶苑、大秀窯、虎仙窯、青山窯、
徳七窯、福岡大五窯、巒山窯
＜輪島塗＞
大崎漆器店、田谷漆器店、蔦屋漆器店、
塩安漆器工房、籐八屋、上塗屋 中門漆器店、
吉田漆器工房、輪島キリモト

上塗屋 中門漆器店

蔦屋漆器店

■特集企画Ⅲ「美々しき器たち～ハンドメイドの世界～」
各国の陶磁器・ガラス＆クリスタルブランドの職人たちが丁寧に仕上げた器の数々をセッティングと共にご紹介します。
煌びやかなハンドメイドの世界をお楽しみください。

ヘレンド

ヴェネツィアガラス

ベリーク

島津薩摩切子

［展示ブランド］
＜陶磁器＞
インペリアル ポーセリン、ジアン、ニュンヘンブルグ、ベリーク、ヘレンド、ロール セリニャック
＜ガラス＆クリスタル＞
ヴェネツィアガラス、エーゲルマン、グラススタジオ、ロブマイヤー、北一硝子、島津薩摩切子、Sghr スガハラ、HARIO

◆グラステイスティングコーナー◆
ブランドや手法によって、飲み心地が違うことを知っていただくために、
お好みのグラスで白ワイン・シャンパン・スパークリングワインを
有料にてお召し上がりいただく人気のコーナー。
ワインなどを試飲するのではなく、
“グラス”を試飲する、人気の高い
コーナーです。

■彩りの暮らし
■テーブルセッティングによる食空間提案
日々の暮らしを彩る「おもてなしの食空間」を、黒柳徹子さん、東儀秀樹さん、余貴美子さんなど、各界の文化人・著名
人が個性豊かなテーブルセッティングとともにご提案いたします。
＜参加予定（敬称略）＞

ケイ 山田

田川 啓二

（英国園芸研究家）

（ビーズ刺繍デザイナー）

黒柳 徹子

加藤 タキ
（コーディネーター）

（女優・ユニセフ親善大使）

東儀 秀樹

花房 晴美

原田 知世

余 貴美子

（雅楽師）

（ピアニスト）

（女優・歌手）

（女優）

■アリーナ特設ステージ
25 周年を記念して、テーブルコーディネートはもちろん、音楽や料理、お花など、各分野の第一線でご活躍されている素
晴らしいゲストをお迎えして、トークやライブのスペシャルステージを毎日開催いたします。

■25 周年スペシャルステージ（各日 15：30 ～ 16：15）
＜出演予定（敬称略）＞
1 月 29 日（日）
1 月 30 日（月）
1 月 31 日（火）
2 月 1 日（水）
2 月 2 日（木）
2 月 3 日（金）
2 月 4 日（土）
2 月 5 日（日）
2 月 6 日（月）

金木 博幸（東京フィルハーモニー交響楽団首席チェリスト）
加藤 タキ（コーディネーター）
東儀 秀樹（雅楽師）
田川 啓二（ビーズ刺繍デザイナー）
、黒柳 徹子（女優・ユニセフ親善大使）
宮本 笑里（ヴァイオリニスト）
川崎 景太（フラワーアーティスト）
黒柳 徹子（女優・ユニセフ親善大使）
、田川 啓二（ビーズ刺繍デザイナー）
花房 晴美（ピアニスト）
コウケンテツ（料理研究家）

東儀 秀樹

黒柳 徹子

田川 啓二

宮本 笑里

川崎 景太

コウケンテツ

（雅楽師）

（女優・ユニセフ親善大使）

（ビーズ刺繍デザイナー）

（ヴァイオリニスト）

（フラワーアーティスト）

（料理研究家）

■展示販売コーナー
海外、国内陶磁器及びテーブルウェア関連商品の販売コーナーです。250 以上の個性ある販売ブースが出展し、
企業の新商品や提案商品、産地の窯元や作家の作品などを直接購入することができるコーナーです。毎年楽しみに
来場されるお客様が多くいらっしゃいます。

■第 25 回テーブルウェア大賞 ～優しい食空間コンテスト～
オリジナルデザイン部門、コーディネート部門、特別審査部門で競われる、業界内でも最大の規模を誇る
コンテストです。創意溢れる力作が多数展示され、会場の中央に広がるコーディネート部門の作品群は「テーブル
ウェア・フェスティバル」の顔ともいえる人気展示の一つです。
今回のコーディネート部門のテーマは『Enjoy Home Party～ハッピーアニバーサリー～』
、特別審査部門は『Sunday
Brunch』です。
また、前回のオリジナルデザイン部門、コーディネート部門の大賞受賞者による、
“創り手”と“使い手”の
コラボレーション展示も人気が高く、今回も展示する予定です。

第24 回オリジナルデザイン部門
大賞・経済産業大臣賞「
「侘び」と「錆び」のカタチ」

第24 回コーディネート部門
大賞・経済産業大臣賞「
「乾杯」～from TOKYO」

■サロンセミナー
「体験できて学べる」と人気の参加型サロンセミナーを今回も開催いたします。テーブルコーディネートやおいしい紅茶
の淹れ方、フラワーアレンジメントなど、楽しく学びながら「テーブルウェア・フェスティバル」をより一層お楽しみいた
だけます。

＜ 開 催 概 要 ＞
名

称

開催期間

テーブルウェア・フェスティバル 2017～暮らしを彩る器展～
2017 年 1 月 29 日（日）～2 月 6 日（月） 計 9 日間
10：00AM～7：00PM ［1 月 29 日（日）のみ 11：00ＡＭ～］
（入場は閉場の 1 時間前まで）

公式 HP

http://www.tokyo-dome.co.jp/tableware/

会

場

東京ドーム（ 東京都文京区後楽 1－3－61 ）

主
後

催
援

テーブルウェア・フェスティバル実行委員会（読売新聞社、株式会社東京ドーム）
スウェーデン大使館、フィンランド大使館商務部、経済産業省、東京都、輪島市、伊万里市、ＮＨＫ、
公益社団法人日本陶磁協会、読売光と愛の事業団、ＮＨＫ厚生文化事業団、
ＮＰＯ法人食空間コーディネート協会、文化放送

入場料

前売券 1,800 円／当日券 2,100 円（全て税込。小学生以下は無料。但し要大人付添）

展示内容

●特集企画

＊特集企画Ⅰ「Lifestyle～北欧 DESIGN～」
＊特集企画Ⅱ「至高の饗宴～伊万里鍋島焼×輪島塗～」
＊特集企画Ⅲ「美々しき器たち～ハンドメイドの世界～」
陶磁器ブランドエリア／ガラス＆クリスタルエリア
●洋の器への誘い
＊「彩りのある日々を描く～上質なエッセンス～」～ノリタケ～
＊「至福のおもてなし」～大倉陶園～
＊「レイノーとスパイスで彩る豊かな食卓」～ハウス食品グループ～
●日本の器を訪ねて ＊「こだわりと漆モダン」～会津～
＊窯元のおもてなし「どんぶり百撰」～美濃焼・土岐市～
＊「卓越の技」～瀬戸織部～
＊「わたしの逸品 まいにちの逸品」～多治見～
＊「楽茶でやすらぎ空間」～常滑焼～
＊「上質な器と暮らす、幸せなひととき」～有田焼～
＊「長崎のやきもの 暮らしのアトリエ」～波佐見焼～
＊「琉球オアシス ～ニライカナイの世界へ～」～沖縄県～
●彩りの暮らし
＊テーブルセッティングによる食空間提案
＊My Style セレクション～創り手からの提案～
＊至高の技・チャイナペインティング「絵付けの器でおもてなし」
～大倉陶園チャイナペインティングスクール～
●アリーナ特設ステージ
●サロンセミナー
●展示販売コーナー ＊海外・国内陶磁器およびテーブルウェア関連商品
●第２５回テーブルウェア大賞～優しい食空間コンテスト～
＊オリジナルデザイン部門 ＊コーディネート部門 ＊特別審査部門

前回の会場風景

＜報道関係の方からのお問合せ先＞
テーブルウェア・フェスティバル 2017 PR 事務局
株式会社フルハウス
担当：中本伸子
TEL：03-5413-0293 FAX：03-3401-8085
Email：n.nakamoto@fullhouse.jp

＜お客様からのお問合せ先＞
東京ドームシティわくわくダイヤル
TEL:03-5800-9999
http://www.tokyo-dome.co.jp/

