
産業陶磁器部門

項　　目 山 口 県 福 岡 県 佐 賀 県 長 崎 県 熊 本 県 大 分 県 宮 崎 県 鹿児島県 沖 縄 県
その他
国内

海外 合　　計

2 2 67 6 1 0 0 1 0 6 4 89
(3) (1) (64) (4) (0) (0) (0) (1) (0) (8) (1) (82) 
2 2 80 6 1 0 0 1 0 7 4 103

(3) (2) (84) (4) (0) (0) (0) (1) (0) (9) (3) (106) 
0 0 16 2 0 0 0 0 0 1 1 20

(2) (1) (15) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (19) 

出品者名簿

大韓民国
入賞

○

千葉県
入賞

東京都
入賞

岐阜県
入賞

○

愛知県
入賞

京都府
入賞

和歌山県
入賞

山口県
入賞

福岡県
入賞

佐賀県
入賞
○

○

○

○

青磁白彩広口鉢 大串　匡秀
墨絵ワイングラス＆コースター 大林　吉幸

白磁花のぞきの器 大串　秀則
灯の花 大串　真司

青磁白彩広口深鉢 大串　匡秀

『ちょとーひとやすみ』 植木　薫
青瓷器 圓田　拓男

青磁市松紋プレート 圓田　英史

白磁帯文　皿 井上　祐希
白金彩陶板と合子 今村　堅一

急須（小）と小千茶碗 今村　堅一

染付鉢　春の風景　木々の風景 伊藤　淳子
白磁青釉刻文三角　組鉢 井上　康徳

白磁青釉刻文　組鉢 井上　康徳

氷青磁稜線文花器 青木　昌勝
〝like　Raden〟リムプレート 石原　豊孝

染付花唐草　平鉢 石原　豊孝

里山 樋口　源一
青磁稜花小鉢 藤本　健一朗

作品名 出品者名

萩黒千点文組平鉢 広川　隆
白磁染付絵替わり組鉢 松尾　優子

作品名 出品者名

作品名 出品者名
おひなさま 中西　芙美

作品名 出品者名

Heart-Throb（練り込みあかり） MICKI　LEGGATT

作品名 出品者名
Tenmoku　Family 井筒　敏彦

碧水 藤内　紗恵子
ＭＯＯＮ　ＬＥＡＦ 藤内　紗恵子

作品名 出品者名

作品名 出品者名
Ｐｏｒｃｅｌａｉｎ　Ｓｐｉｎ 三島　大世

作品名 出品者名

梁泰浩金海加耶紅蓮

作品名 出品者名
刻印凹面鉢 本多　義光

竹香
井戸茶碗

曲玉たちの合唱

李漢吉
林萬宰
崔戊植

出品者数

出品点数

入賞点数

作品名 出品者名



○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

長崎県
入賞

○

○

熊本県
入賞

鹿児島県

作品名 出品者名
白藍釉波文組皿 宇土　秀一郎

春のどか 有限会社山下陶苑　山下　陽平

Ｆｌｏｗｅｒ 中原　真希
雨菊　酒器 長山　陽一

一片 望月　優

作品名 出品者名
さくらつぼ　六種 石橋　桜
花唐草文三段重 小瀧　尚子

青白磁蛇の目模様縁錆び組鉢 六平

水だし冷茶ボトルと仙茶 有限会社副千製陶所　副島　謙一
HOD White InVersi 有限会社李荘窯業所　寺内　信二
冷酒のための酒器 吉原　優

「Ｋａｎｊｉ」染付カップ＆ソーサー 有限会社しん窯　角　康則
花文鉢 有限会社しん窯　橋口　博之

ほのぼのタマちゃんフリーカップ 有限会社しん窯　吉丸　崇、堀切　美由紀

正角皿 山口　隆昭
BOWL-６ 有限会社貝山製陶所　藤本　和孝
千鳥plate 有限会社貝山製陶所　藤本　和孝

薔薇園（拝啓夢二様球子様） Mizuho
烏丸二条東入ル染付角鉢揃 緑乃季節図案室。

シンブル（指貫） 森田　文一郎

銀彩染付市松紋　六角酒器セット 福珠窯　福田　雄介
染錦丸紋繋鎬反ボウル 前田　洋介

陶胎漆絵絵替ペンダント＆ブローチ 松山　滋一

山帰来麻ノ葉地文丸皿 原　松子
sarasa。 原田　愛矢子

瑞雪 原田　吉泰

Flowrous【Ceramic Aroma Reed Diffuser】 畑萬陶苑　×　Promoduction
彩線文　大小組鉢 花田　和彦
彩線文　組カップ 花田　和彦

銀彩高台フリーカップ 野中　克彦
金彩モイスト松変型皿揃 畑石　眞嗣

キュイールデザイン片口酒器1/2 畑石　眞嗣

流釉平鉢呉須彩色 西　隆行
染付ポジャーギ紋陶額 盧　眞珠

氷烈文茶碗 納富　彩子

錦べっ甲釉紅光彩松葉形盛器 徳永　隆信
有田焼雛尽くし飾り段箱 徳永　隆信

波渕染付山水盛皿 流川　幸彦

間取り鶴と鳳凰流水文ー花瓶 塚本　増夫
彩窓組鉢 辻　拓眞

錦茶緑紅彩松葉形前菜皿 徳永　隆信

錦華仙様式　半酒器 創作絵師　華仙
昇降龍香炉 髙澤　晋一

銀彩瓔珞文　鉢揃 たなか　ふみえ

地球にやさしい抗菌ストロー 篠原　浩一
練上迷彩　市松酒器揃 艸窯　草場　瑛人

練り合わせ汁碗小鉢デイジー 艸窯　草場　奈美子

Everyday a different house JEREMiE PARE-JuliEN
｢Origin｣　麦絵 篠原　君江

｢風に舞う｣Tea set 篠原　君江

輪花 後藤　真由美
亀甲繋ぎ濃み散らし六寸皿 後藤　真由美

Ｄｏｌｃｅ 澤村　花菜

テンジクボタン　平鉢 吉天、てん、まる。工房
Ｌｉｎ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｐｅａｒｌ 金照堂　金子　真次
Ｌｉｎ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｅａｒｔｈ 金照堂　金子　真次

色絵四季草花文杵形蕎麦千代口 川村　正
手触りマグカップ 菊本有花・副正製陶所

茄子型三色土鈴（台付） 喜多　德三郎

ペンダントルーぺ（REI) 株式会社瀬兵　瀬戸口　由美子
木の蓋物△と○ 株式会社田森陶苑　水元　みどり

緩　yururi　NUOVO　古紋　九寸皿 川副青山窯　川副　史郎

有田焼磁器製人形「momoco　bear」 株式会社賞美堂本店　蒲地　亜紗
磁器セード 株式会社池田製陶所　池田　正寿

ＴＯＵＳＥＫＩ 株式会社キハラ　池田　和浩

ともだちケーキ皿 岡部　美智子
二彩唐津花火紋皿 岡本　作礼

青磁中国茶器セット 梶原　大敬

野菜絵ミート皿 岡部　美智子



入賞

招待作品

参考作品

2019年は、有田町とドイツ連邦共和国マイセン市との姉妹都市提携40周年です。
ブルーオニオン

製作者

国立マイセン磁器製作所

貸出協力

GKジャパンエージェンシー
柿右衛門様式

コスモポリタン　ロイヤルパレス

濁手　聞く文　菊形　小鉢 柿右衛門製陶技術保存会 重要無形文化財「濁手」保持団体 佐賀県有田町

作品名

黄釉　紫彫文　鉢 井上　萬二 重要無形文化財「白磁」保持者 佐賀県有田町
色鍋島牡丹文香炉 色鍋島今右衛門技術保存会 重要無形文化財保持団体 佐賀県有田町

宴のために 坪山　進

作品名 氏名 備考 住所

作品名 出品者名


