プレスリリース
2019 年 11 月 6 日
テーブルウェア・フェスティバル実行委員会

国内最大級の“器の祭典”が、今年も東京ドームで開催決定!
令和を迎えて初の開催を記念し「和」をテーマにしたスペシャル企画も登場!!
2020 年 2 月 2 日（日）～2 月 10 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 2020 ～暮らしを彩る器展～」を、2020 年 2 月 2 日(日)
～2 月 10 日(月) の 9 日間、東京ドームにて開催いたします。
28 回目の開催となる本展は、長年に渡り多くのお客様にご愛顧いた
だいており、30～40 代の女性ファンを中心に、前回は約 28 万人のお客
様がご来場されました。
毎年その国や地域の最新の食卓トレンドが分かると好評の海外特集
は、美食やファッションで知られる“イタリア”を特集。多種多様な
素材を用いた豊かな食卓シーンをご紹介します。また国内産地は瀬戸
焼を特集。千年以上の歴史と伝統を大切にしながら、現代の感性で創
られた様々な器を展示します。
さらに、
“2020"、
“令和"という新時代を迎えたタイミングでの本開
催では、
「2020 Special Contents」をご用意。
「和」の魅力を再発見す
る新企画として、中田英寿氏率いるジャパンクラフトサケカンパニー
による日本酒と器をテーマとしたコーナーや、今の暮らしに活用したくなる様々な伝統工芸品の器をご紹介するギャ
ラリーもお目見えします。
そのほか、毎回好評のステージイベントでは、各界から招いた豪華ゲストによるトークやライブなどを期間中毎日
開催いたします。
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。

■特集企画Ⅰ「美食の国 イタリア～Life with design～」
イタリアの生活に息づく明るく楽しいデザインは、美食の国の食卓を彩る欠かせない要素です。個性的でインパク
トのある食器から職人手作りの味わい深い食器まで、多種多様な素材を用いた豊かなイタリアの食卓をご紹介します。

リチャード ジノリ

マリオルカ ジウスティ
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アレッシィ

ヴェネツィアガラス

■特集企画Ⅱ「温故創新」彩りの器～瀬戸焼～
千年以上の間、様々な釉薬を駆使したやきものを作り続けてきた瀬戸。その受け継がれた伝統技法を駆使しながら、
現代の作り手たちが様々なアイディアにより新しく創り出す器の数々をお楽しみください。

アイトー

曽根窯 江風陶苑

唐三郎窯

更紗窯

■特集企画Ⅲ 美しきジャポニズム～和と洋のハーモニー～
オリエンタルな洋食器による「和」のしつらえと、日本の硝子による「洋」のしつらえの美しきクロスオーバーな
演出をお楽しみいただきます。

バーレイ

ベルナルド

島津薩摩切子

北一硝子

◆グラステイスティングコーナー◆
展示紹介されているグラスを中心とした様々なグラスで、
ワインやシャンパン、
スパークリングワイン、ソフトドリンクを試飲していただけるコーナー。
素晴らしいグラスによる飲み心地や味の違いを感じていただけます。
（有料）

★2020 Special Contents★
うるわ

■令 しき和のうつわ～Traditional Crafts Gallery～
伝統工芸品の技と美意識に富んだ器のギャラリー。陶磁器、漆器、木工、
硝子、鋳物など、様々なジャンルの伝統美溢れる器を今の暮らしに活かす
モダンな演出でご紹介します。
協力：伝統工芸 青山スクエア

■日本酒とうつわ～Nature and Hand～
中田英寿率いるジャパンクラフトサケカンパニーは、日本の豊かな自然と職
人の素晴らしいものづくり「自然と手」を伝えます。この日の為に用意された
特別な日本酒を、四季をイメージしたうつわでお楽しみいただきます。
写真：GABWORKS ©JAPAN CRAFT SAKE COMPANY
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■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、今回初参加となる土屋太鳳さんをはじめ、黒柳徹子さん、石坂浩
二さん、東儀秀樹さん、小倉優子さんなど、各界の著名人が個性豊かなテーブルセッティングと共にご提案いたしま
す。
＜参加予定（敬称略）＞

booro(BIEI)

石坂 浩二
（俳優）

小倉 優子
（タレント）

田川 啓二

竹中 麗湖

（ビーズ刺繍デザイナー・
文化学園大学特任教授）

川井 郁子
（ヴァイオリニスト・作曲家）

（いけばな作家・空間プロデューサー）

土屋 太鳳
（女優）
※初参加

黒柳 徹子
（女優・ユニセフ親善大使）

東儀 秀樹
（雅楽師）

■アリーナ特設ステージ
テーブルセッティングやトーク、音楽ライブなど、各分野の第一線でご活躍されている方々によるステージイベン
トを開催します。豪華ゲストをお迎えする「スペシャルステージ」もお楽しみください。

●スペシャルステージ（各日 15：30 ～ 16：15）
＜出演予定（敬称略）＞
2 月 2 日（日）
小倉 優子（タレント）
2 月 3 日（月）
桐島 かれん（モデル）
2 月 4 日（火）
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）
2 月 5 日（水）
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・文化学園大学特任教授）
2 月 6 日（木）
国府 弘子（ピアニスト・作曲家）
2 月 7 日（金）
東儀 秀樹（雅楽師）
2 月 8 日（土）
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・文化学園大学特任教授）
2 月 9 日（日）
川井 郁子（ヴァイオリニスト・作曲家）
2 月 10 日（月）
コウケンテツ（料理研究家）

桐島 かれん
（モデル）

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）
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国府 弘子
（ピアニスト・作曲家）

コウケンテツ
（料理研究家）

■展示販売コーナー
個性ある 250 以上の販売ブースが出展し、海外ブランドの新作や提案商品、足を運ばないとなかなか出会えない国
内産地の窯元の作品などを直接購入することができます。

■第 28 回テーブルウェア大賞～優しい食空間コンテスト～
個性あふれる食器が集まる「オリジナルデザイン部門」と、
『乾杯！～お祝いの食卓～』をテーマとした「コーディネート
部門」
、
「特別審査部門」として『麺を愉しむ』をテーマにした“器”と“食卓”のコンテスト、さらに、Instagram で応募
できる「テーブルウェア スタイリングフォトコンテスト」からなる国内随一のテーブルウェアコンテストです。多数の応募
作品の中から入選以上の作品が展示されます。
［前回受賞作品］

オリジナルデザイン部門
大賞・経済産業大臣賞「白蟲」

コーディネート部門
大賞・経済産業大臣賞
「今宵、月の下で茶の・・・」

特別審査部門
麺を愉しむ“食卓”コンテスト
最優秀奨励賞
「あれから30 年、そしてこれからの30 年」

特別審査部門
麺を愉しむ“器”コンテスト
最優秀奨励賞「彩釉蓋つき皿」

特別審査部門
テーブルスタイリング フォトコンテスト
最優秀奨励賞
「今日のおひとりさまランチテーブル」

■サロンセミナー
体験できて学べる人気の参加型セミナーを開催いたします。テーブルセッティングやフラワーアレンジメントなど様々な
セミナーを行います。
（有料）
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＜ 開 催 概 要 ＞
名

称

テーブルウェア・フェスティバル 2020 ～暮らしを彩る器展～

開催期間

2020 年 2 月 2 日（日）～2 月 10 日（月） 計 9 日間
10：00～19：00［初日は 11：00 から／最終日は 18：00 まで］
（入場は閉場の 1 時間前まで）

公式 HP

https://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

催

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）

後

援

駐日イタリア大使館、経済産業省、東京都、愛知県、瀬戸市、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 1,900 円／当日券 2,200 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
＊特集企画Ⅱ
＊特集企画Ⅲ
＊特集企画Ⅳ
＊特集企画Ⅴ

美食の国 イタリア～Life with design～
「温故創新」彩りの器～瀬戸焼～
美しきジャポニズム～和と洋のハーモニー～
令しき和のうつわ～Traditional Crafts Gallery～
日本酒とうつわ～Nature and Hand～
うるわ

●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」彩の器～瀬戸焼～
＊「わたしの逸品 まいにちの逸品」～多治見～
＊「一期一会の茶の間づくり」～とこなめ焼～
＊「選ぶ楽しさ・使う喜び…」～有田焼～
＊「長崎のやきもの 暮らしのアトリエ」～波佐見焼～

●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～

●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 28 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 2020 PR 事務局
株式会社フルハウス
担当：中本／淺川
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
https://www.tokyo-dome.co.jp/

5

