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■取り扱い店舗：東京2020オフィシャルショップ各店
東京2020オフィシャルオンラインショップ(https://tokyo2020shop.jp/)
技わざオンラインショップ(https://wazawaza-select.jp/)
福島県観光物産館(https://www.tif.ne.jp/bussan/bussankan/)
日本橋ふくしま館(https://midette.com/)
※ オフィシャルショップ及びオフィシャルオンラインショップは、店舗によって取り扱い商品が異なります。
商品ごとの取り扱い店舗に関してはお問合せください。
※ 「伝統工芸品コレクション」は大量生産が困難なため売り切れとなる場合がございます。
売り切れの際はご容赦ください。

東京2020公式ライセンス商品「伝統工芸品コレクション」
47都道府県、すべての地域から伝統工芸品が発売
福島県からも大堀相馬焼、赤ベコなど、３８商品が販売中

東京2020組織委員会は、世界に誇る日本の技術・文化・伝統を反映した質の高い商品をお届けし、

東京2020大会をいつまでも人々の記憶に残る大会とするため、

日本各地の伝統工芸品等を公式ライセンス商品化する取り組みを行っています。 (参照、別添【参考資料】)

本プログラムから発売された東京2020公式ライセンス商品「伝統工芸品コレクション」は、

2019年3月より第1弾の発売を開始し、 2021年2月10日の第19弾をもって 47都道府県、すべての地域から発売となりました。

なお総展開商品数は2021年4月15日の第20弾をもって、

104品目303商品、内福島県からは８品目３８商品を展開しております。

令和３年４月２１日
福島県県産品振興戦略課
副課長兼主任主査 佐藤 譲
電話：024-521-1167（内2981）

プレスリリース
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福島県展開商品

価格 15,000円(税別)

サイズ W5×D5×H8㎝(個)

商品説明

大堀相馬焼特有の二重形状になったぐい呑みグラスで
す。味わいや香りを引き出す形状で、左より「まろやか」
「すっきり」「しっかり」と色味に合わせて飲み口も変わる
商品です。大きくオリンピックデザインを入れ込み、ダイナ
ミックな商品にしました。

②大堀相馬焼「ぐい呑み」
(東京2020パラリンピックエンブレム)

価格 15,000円(税別)

サイズ W5×D5×H8㎝(個)

商品説明

大堀相馬焼特有の二重形状になったぐい呑みグラスで
す。味わいや香りを引き出す形状で、左より「まろやか」
「すっきり」「しっかり」と色味に合わせて飲み口も変わる
商品です。大きくパラリンピックデザインを入れ込み、ダイ
ナミックな商品にしました。

①大堀相馬焼「ぐい呑み」
(東京2020オリンピックエンブレム)

③大堀相馬焼「豆皿」（５枚セット）
(東京2020オリンピックエンブレム)

価格 7,500円(税別)

サイズ W100×D10×H100cm※1個あたり

商品説明

大堀相馬焼で作られた豆皿には、東京2020大会のマ
スコット、福島で開催される競技のピクトグラム、大堀相
馬焼伝統の馬の絵柄をあしらいました。東京2020大
会の記念となる一品です。

④大堀相馬焼「湯呑（アイボリー）」
(東京2020オリンピックエンブレム)

価格 4,000円(税別)

サイズ W7.4×H9.6×D7.4cm

商品説明

「二重焼」という、大堀相馬焼にしかない伝統的な技法
を使用した湯呑み。この二重構造により、入れたお湯は
冷めにくく、また熱いお湯を入れたままでも手に持つことが
出来ます。伝統の技を感じられる逸品です。
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福島県展開商品

価格 18,000円(税別)

サイズ W8.2×H12.8cm

商品説明

爽やかな青磁色の上に施された、躍動感ある馬の絵と
表面のひび割れは、大堀相馬焼の大きな特徴。スリム
なシルエットがさらに高級感を演出しています。伝統の絵
柄と東京2020大会エンブレムが融合した美しいタンブ
ラーです。

⑥大堀相馬焼「皿（青白磁）」
(東京2020オリンピックエンブレム)

価格 8,000円(税別)

サイズ W12×H10cm

商品説明

青白磁色の上に、東京2020大会エンブレムが映える
逸品です。食器だけではなく、インテリアとしても、様々な
用途でお使いただけます。大会の記念の逸品として、い
かがでしょうか。

⑤大堀相馬焼「タンブラー（青磁色）」
(東京2020オリンピックエンブレム)

⑦大堀相馬焼「湯呑（桜）」
(東京2020オリンピック聖火リレーエンブレム)

価格 4,000円(税別)

サイズ W7.4×H9.6×D7.4cm

商品説明

「二重焼」という、大堀相馬焼にしかない伝統的な技法
を使用した湯呑み。この二重構造により、入れたお湯は
冷めにくく、また熱いお湯を入れたままでも手に持つことが
出来ます。東京2020オリンピック聖火リレートーチのモ
チーフとなった桜をイメージし、美しい桜色で仕上げてお
ります。

⑧大堀相馬焼「8寸皿」
(東京2020オリンピック聖火リレーエンブレム)

価格 37,000円(税別)

サイズ W27×H4cm

商品説明

聖火リレーのスタート地点である福島県の伝統的工芸
品、大堀相馬焼の8寸皿。表面には東京2020オリン
ピック聖火リレーのデザインが、底面には大堀相馬焼の
特徴である、馬の絵柄が施されております。高級感ある
色味が美しく、お皿としてだけでなく、インテリアとしてもお
楽しみいただけます。
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福島県展開商品

価格 2,000円(税別)

サイズ 8.5cm

商品説明

江戸末期から市民に親しまれている「白河だるま」。眉
は鶴、口ひげは亀、鬢は松と梅、顎髭は竹等、幸運の
象徴とされている「鶴亀松竹梅」が顔の中に描写されて
いるのが特徴です。オリンピックシンボルカラーの筋が描か
れただるまは、机の上にも置けるかわいいサイズです。

価格 2,000円(税別)

サイズ 8.5cm

商品説明

江戸末期から市民に親しまれている「白河だるま」。眉
は鶴、口ひげは亀、鬢は松と梅、顎髭は竹等、幸運の
象徴とされている「鶴亀松竹梅」が顔の中に描写されて
いるのが特徴です。パラリンピックシンボルカラーの筋が描
かれただるまは、机の上にも置けるかわいいサイズです。

⑪白河だるま「白河だるま」（金）
(東京2020オリンピックエンブレム)

価格 3,000円(税別)

サイズ 8.5cm

商品説明

江戸末期から市民に親しまれている「白河だるま」。眉
は鶴、口ひげは亀、鬢は松と梅、顎髭は竹等、幸運の
象徴とされている「鶴亀松竹梅」が顔の中に描写されて
いるのが特徴です。オリンピックシンボルカラーの筋が描か
れただるまは、机の上にも置けるかわいいサイズです。

価格 3,000円(税別)

サイズ 8.5cm

商品説明

江戸末期から市民に親しまれている「白河だるま」。眉
は鶴、口ひげは亀、鬢は松と梅、顎髭は竹等、幸運の
象徴とされている「鶴亀松竹梅」が顔の中に描写されて
いるのが特徴です。パラリンピックシンボルカラーの筋が描
かれただるまは、机の上にも置けるかわいいサイズです。

⑨白河だるま「白河だるま」（白）
(東京2020オリンピックエンブレム)

⑩白河だるま「白河だるま」（白）
(東京2020パラリンピックエンブレム)

⑫白河だるま「白河だるま」（金）
(東京2020パラリンピックエンブレム)
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福島県展開商品

価格 7,700円(税別)

サイズ W9×D9.5×H11cm

商品説明

光沢のある表面と、全面に描かれた桜が特徴的。伝統
的なだるまの顔や桜の模様は一つ一つ職人の手作業
で描かれております。昔ながらの伝統と、現代の技術が
融合した逸品です。

価格 7,700円(税別)

サイズ W9×D9.5×H11cm

商品説明

光沢のある表面と、全面に描かれた桜が特徴的。伝統
的なだるまの顔や桜の模様は一つ一つ職人の手作業
で描かれております。昔ながらの伝統と、現代の技術が
融合した逸品です。

⑮赤ベコ「赤ベコパールインディゴ」
(東京2020オリンピックエンブレム)

価格 3,000円(税別)

サイズ W16×D7×H10cm

商品説明

一つ一つ職人の手張りと手書きで仕上げた赤ベコ。東
京2020オリンピック競技大会のイメージを表現した、
「パールインディゴ」のカラーが特徴的です。ゆらゆらとゆ
れる首が愛らしい赤ベコは「幸せを運ぶ牛」「子どもの守
り神」として古くから地元で愛されています。

価格 3,000円(税別)

サイズ W16×D7×H10cm

商品説明

一つ一つ職人の手張りと手書きで仕上げた赤ベコ。東
京2020パラリンピック競技大会のイメージを表現した
「パールレッド」のカラーが特徴的です。ゆらゆらとゆれる
首が愛らしい赤ベコは「幸せを運ぶ牛」「子どもの守り神」
として古くから地元で愛されています。

⑬白河だるま「だるま（金・桜）」
(東京2020オリンピックエンブレム)

⑭白河だるま「だるま（金・桜）」
(東京2020パラリンピックエンブレム)

⑯赤ベコ「赤ベコパールレッド」
(東京2020パラリンピックエンブレム)
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福島県展開商品

価格 9,000円(税別)

サイズ W21×D8.7×H13.5cm

商品説明

厄除けや子育ての縁起物として長年にわたり愛されてき
た、福島県会津地方の民芸品です。壮健祈願と疫病
除けとして子供の誕生祝いに、贈られ、親しまれている
玩具です。表面には伝統的な紋様と東京2020パラリ
ンピックエンブレムをあしらっています。

価格 9,000円(税別)

サイズ W21×D8.7×H13.5cm

商品説明

厄除けや子育ての縁起物として長年にわたり愛されてき
た、福島県会津地方の民芸品です。壮健祈願と疫病
除けとして子供の誕生祝いに、贈られ、親しまれている
玩具です。表面には伝統的な紋様と東京2020パラリ
ンピックエンブレムをあしらっています。

価格 4,000円(税別)

サイズ W13.5×H6×D7.5cm

商品説明

福島県会津地方で、厄除けのお守りとして長年愛され
てきた赤ベコ。ゆらゆら揺れる首に愛らしい顔立ちが特
徴的です。東京2020大会ルックの藍色・桜色を表現
した赤ベコ。日常生活にもなじむマットな色味に仕上げ
た赤ベコは、洋室に飾っても違和感なく馴染む、モダン
なデザインです。首を振るかわいらしい姿に癒される伝統
的な工芸品を是非ご自宅でお楽しみください。

価格 4,000円(税別)

サイズ W13.5×H6×D7.5cm

商品説明

福島県会津地方で、厄除けのお守りとして長年愛され
てきた赤ベコ。ゆらゆら揺れる首に愛らしい顔立ちが特
徴的です。東京2020大会ルックの藍色・桜色を表現
した赤ベコ。日常生活にもなじむマットな色味に仕上げ
た赤ベコは、洋室に飾っても違和感なく馴染む、モダン
なデザインです。首を振るかわいらしい姿に癒される伝統
的な工芸品を是非ご自宅でお楽しみください。

⑱赤ベコ「赤ベコ（5号）」
(東京2020パラリンピックエンブレム)

⑲赤ベコ「赤ベコ」（藍）
(東京2020オリンピックエンブレム)

⑳赤ベコ「赤ベコ」（桜）
(東京2020オリンピックエンブレム)

⑰赤ベコ「赤ベコ（5号）」
(東京2020オリンピックエンブレム)
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福島県展開商品

価格 11,000円(税別)

サイズ W6.5×D7.6×H7.6cm※1個あたり

商品説明
高温で焼き上げる焼締め製法により生み出された独特
な美しい色合いと手触りが特徴的です。マルチカップの
名の通り、様々な場面で活躍する品です。

価格 5,800円(税別)

サイズ W6.5×H7.6×7.6cm

商品説明

福島県の伝統工芸品である二本松万古焼は、現在で
は作り手が少なく稀少な焼き物になっています。使うほど
に味わいが深まる二本松万古焼は、高温で焼き上げる
焼締め製法により生み出された独特な美しい色合いと
手触りが特徴です。飲み物はもちろんスイーツの器、そ
ば猪口としてもお使いいただけます。

価格 5,800円(税別)

サイズ W6.5×H7.6×7.6cm

商品説明

福島県の伝統工芸品である二本松万古焼は、現在で
は作り手が少なく稀少な焼き物になっています。使うほど
に味わいが深まる二本松万古焼は、高温で焼き上げる
焼締め製法により生み出された独特な美しい色合いと
手触りが特徴です。飲み物はもちろんスイーツの器、そ
ば猪口としてもお使いいただけます。

価格 8,300円(税別)

サイズ W37×H185cm

商品説明

会津木綿の高級感ある風合いをそのままに、東京
2020オリンピック競技大会のイメージを表現した商品で
す。使うほどに肌馴染みがよくなり、気持ちよくお使いい
ただけます。夏はさらっと涼しく風通しもよく、冬は体温を
保ち一年中快適にご使用頂けます。

㉒二本松万古焼「マルチカップ」（ブルー）
(東京2020オリンピックエンブレム)

㉓二本松万古焼「マルチカップ」（ピンク）
(東京2020オリンピックエンブレム)

㉔会津木綿「ストール」
(東京2020オリンピックエンブレム)

㉑二本松万古焼「ペアマルチカップ」
(東京2020オリンピックエンブレム)
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福島県展開商品

価格 8,300円(税別)

サイズ W37×H185cm

商品説明

会津木綿の高級感ある風合いをそのままに、東京
2020パラリンピック競技大会のイメージを表現した商品
です。使うほどに肌馴染みがよくなり、気持ちよくお使い
いただけます。夏はさらっと涼しく風通しもよく、冬は体温
を保ち一年中快適にご使用頂けます。

価格 10,800円(税別) ※各色共通

サイズ W14.5×H23×D1cm ※各色共通

商品説明

福島県伝統の会津木綿を使用したボトルカバーです。
ボトルにカバーを羽織らせインテリアとして楽しめます。さ
らに、付属の棒にカバーを吊り下げ飾って頂くこともできま
す。会津木綿の奥ゆかしさと日本らしさを感じていただけ
る一品です。

㉕会津木綿「ストール」
(東京2020パラリンピックエンブレム)

㉖会津木綿「ボトルカバー」（紅）
(東京2020オリンピックエンブレム)

㉘会津木綿「ボトルカバー」（松葉）
(東京2020オリンピックエンブレム)

㉗会津木綿「ボトルカバー」（藍）
(東京2020オリンピックエンブレム)

㉙会津木綿「ボトルカバー」（桜）
(東京2020オリンピックエンブレム)

㉚会津木綿「ボトルカバー」（藤）
(東京2020オリンピックエンブレム)



9/10

福島県展開商品

価格 27,000円(税別) ※各色共通

サイズ W12.5×H17.3×2.4cm ※各色共通

商品説明

奈良時代が始まりといわる伝統的な漆加工技術「漆
皮」で作られたノートカバー。手になじむ革の質感と金箔
を蒔いた独特のデザインが特徴です。革に漆を程よく染
み込ませるのは職人芸の一つ。使い続けることで風合い
が出て経年変化が楽しめます。ワンランク上のビジネスア
イテムやアニバーサリーギフトにぴったりの逸品です。

価格 30,000円(税別) ※各色共通

サイズ W15.5×H19.4×2.4cm ※各色共通

商品説明

奈良時代が始まりといわる伝統的な漆加工技術「漆
皮」で作られたノートカバー。手になじむ革の質感と金箔
を蒔いた独特のデザインが特徴です。革に漆を程よく染
み込ませるのは職人芸の一つ。使い続けることで風合い
が出て経年変化が楽しめます。ワンランク上のビジネスア
イテムやアニバーサリーギフトにぴったりの逸品です。

㉛漆皮「ノートカバー」A6サイズ（松葉）
(東京2020オリンピックエンブレム)

㉞漆皮「ノートカバー」B6サイズ（松葉）
(東京2020オリンピックエンブレム)

㉟漆皮「ノートカバー」B6サイズ（藍）
(東京2020オリンピックエンブレム)

㉝漆皮「ノートカバー」A6サイズ（紅）
(東京2020オリンピックエンブレム)

㉜漆皮「ノートカバー」A6サイズ（藍）
(東京2020オリンピックエンブレム)

㊱漆皮「ノートカバー」B6サイズ（紅）
(東京2020オリンピックエンブレム)
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福島県展開商品

価格 25,000円(税別)

サイズ W21.2×H6.5×D19.4cm

商品説明

福島県にて戦国時代から伝わる会津本郷焼と地域特
産品の会津塗とのコラボレーション商品です。高台盆と
は菓子や酒器などに使用し、風情豊かにモノを引き立て
ます。お盆の中央には会津本郷焼を取り入れ贅沢に作
り上げました。桜をイメージした高台盆で食卓に彩りを
添えてみてはいかがでしょうか。

価格 5,800円(税別)

サイズ W8.2×H6.0×D8.2cm

商品説明

伝統的工芸の技術を生かして塗を施した、地域特産
品の会津塗。東京2020大会のイメージカラーの一つで
ある松葉をイメージして塗り上げたミラー付き小箱です。
桜の絵柄を添え、いつまでも大切な思い出と共に綺麗
に保存できるよう作られました。内側はクッション素材で
すのでアクセサリー入れとしてもお使いいただけます。

㊲会津本郷焼・会津塗「高台盆」
(東京2020オリンピックエンブレム)

㊳会津塗「ミラー付き小箱」
(東京2020オリンピックエンブレム)

伝統工芸品の受付

東京2020ライセンスプログラム伝統工芸品等の公式ライセンス商品化は、現在も商品化のご希望を受け付けています。
ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【東京2020公式ライセンス商品に関するお問い合わせ先】

東京2020ライセンシング事務局 伝統工芸品室

担 当：安藤(携帯：080-8736-9663)・明里(携帯：090-2160-9473)

電 話：03-5148-4752 / FAX：03-5148-4748

Email：dento-info@tokyo2020-licensing.jp



【参考資料】
伝統工芸品等の公式ライセンス商品化プログラム 特徴
 全国の伝統工芸品等(経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品236品目、都道府県・自治体が認定した

伝統工芸品、日本の技術・文化・伝統を反映した地域特産物)を東京2020公式ライセンス商品化するために、
「伝統工芸品専門ライセンシー」として「株式会社47CLUB」(本社所在地：東京都)と事業協力します。

 東京2020ライセンシング事務局内に「伝統工芸品室」を設置し、東京2020組織委員会とライセンス契約に関わ
る業務及び商品化の手続きを一括して行います。公式ライセンス商品化を希望する全国の伝統工芸品団体・製
造事業者及び地域特産品製造事業者に希望アイテムと販売計画をご提案いただき、商品化の条件と販売計画
について協議します。

 商品化決定後、株式会社47CLUBが、伝統工芸品団体・製造事業者及び地域特産品製造事業者に製造を
委託します。完成した商品は、主に、事業者の流通販路、47CLUBの流通販路、東京2020オフィシャルショップ
等で販売します。

伝統工芸品等の公式ライセンス商品化スキーム

東京2020公式ライセンス商品化の対象となる伝統工芸品等
次の①から③のいずれかに該当する、または由来する商品です。
① 経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品
「伝統的工芸品」とは、下記の要件を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)に
基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品。

・主として日常生活で使用する工芸品であること。
・製造工程のうち、製品の持ち味に大きな影響を与える部分は、手作業が中心であること。
・100年以上の歴史を有し今日まで継続している伝統的な技術・技法により製造されるものであること。
・主たる原材料が原則として100年以上継続的に使用されていること。
・一定の地域で当該工芸品を製造する事業者がある程度の規模を保ち地域産業として成立していること。

現在全国で、織物、染色品、陶磁器、漆器、木工品、竹工品、金工品、和紙、文具、石工品、貴石細工、人形、こけ
しなど、236品目が伝統的工芸品に指定されています。（※2021年1月15日時点）

② 都道府県・自治体が指定した伝統工芸品
都道府県・自治体の指定制度に基づいて指定された伝統工芸品。

③ 日本の技術・文化・伝統を反映した地域特産品
経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品や都道府県・自治体が指定した伝統工芸品の技術・文化・伝統を継承してい
る地域特産品。

東京2020ライセンス契約

【伝統工芸品専門ライセンシー】
株式会社47CLUB

東京2020ライセンシング事務局 伝統工芸品室

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

販売
展開

全国の伝統工芸品団体・製造事業者

商品化希望
伝統工芸品
販売計画
ご提案

商品化
ご相談

伝統工芸品
公式ライセンス商品

製造委託

伝統工芸品
公式ライセンス商品
販売協力

経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品236品目
都道府県・自治体が認定した伝統工芸品

日本の技術・文化・伝統を反映した地域特産品



【販売された伝統工芸品品目】

都道府県 品目名 アイテム(商品数)

北海道 二風谷イタ(経済産業大臣指定伝統的工芸品) メノコイタ(1)

青森県 津軽塗(経済産業大臣指定伝統的工芸品) カップ(2)、温湿時計(1)

岩手県 南部鉄器(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 急須(1)、鉄瓶(5)、瓶敷(10)、風鈴(6)

宮城県 玉虫塗(宮城県指定伝統的工芸品) しおり(1)、丸小物入れ(1)、丸盆(2)

秋田県 樺細工(経済産業大臣指定伝統的工芸品) ブローチ(2)

山形県 米沢織(山形県ふるさと工芸品) チーフ(1)

山形県 天童木工品(地域特産品) テーブル(1)、スツール(1)

福島県 会津本郷焼(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 高台盆(1)

福島県 大堀相馬焼(経済産業大臣指定伝統的工芸品) ぐい呑み(2)、皿(3)、湯呑(2)、タンブラー(1)

福島県 会津木綿(福島県指定伝統的工芸品) ストール(2)、ボトルカバー(5)

福島県 赤ベコ(福島県指定伝統的工芸品) 赤ベコ(6)

福島県 白河だるま(福島県指定伝統的工芸品) だるま(6)

福島県 二本松万古焼(福島県指定伝統的工芸品) ペアマルチカップ(1)、カップ(2)

福島県 会津塗(地域特産品) ミラー付き小箱(1)、高台盆(1)

福島県 漆皮(地域特産品) ノートカバー(6)

茨城県 水府提灯(茨城県指定伝統工芸品) 提灯(2)

茨城県 西ノ内和紙(茨城県指定伝統工芸品) 提灯(2)

栃木県 黒羽藍染(栃木県伝統工芸品) てぬぐい(1)

栃木県 大谷石製品(地域特産品) コースター(1)、ワインクーラー(1)

群馬県 高崎だるま(群馬県ふるさと伝統工芸品) だるま(4)

群馬県 桐生織物(地域特産品) ポーチ(1)

埼玉県 春日部桐箱(埼玉県知事指定伝統的手工芸品) ジュエリーボックス(1)

千葉県 千葉工匠具(経済産業大臣指定伝統的工芸品) シザー(2)

千葉県 房州うちわ(経済産業大臣指定伝統的工芸品) うちわ(4)

東京都 江戸手描提灯(東京都指定伝統工芸品) 提灯(2)

東京都 東京くみひも(東京都指定伝統工芸品) ブレスレット(2)、根付(2)

東京都 東京三味線(東京都指定伝統工芸品) 三味線(1)

東京都 東京彫金(東京都指定伝統工芸品) ストラップ(1)

東京都 東京籐工芸(東京都指定伝統工芸品) 籐うちわ(1)

東京都 東京本染ゆかた・てぬぐい(東京都指定伝統工芸品)
黒紬(2)、白地七宝(2)、てぬぐい(5)、名刺ケース(1)、
札入(1)

東京都 江戸扇子(地域特産品) 扇子(8)

東京都 江戸風鈴(地域特産品) 風鈴(1)

東京都 下駄(地域特産品) クッション下駄(2)

神奈川県 鎌倉彫(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 9寸丸盆(1)

神奈川県 横須賀のスカジャン(かながわの名産100選) スカジャン(1)

新潟県 小千谷縮(経済産業大臣指定伝統的工芸品) テーブルセンター(2)

新潟県 小千谷上布(地域特産品) テーブルセンター(1)

新潟県 小千谷縮(地域特産品) ストール(1)、扇子(2)

富山県 高岡漆器(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 蝶ネクタイ(1)

富山県 高岡銅器(経済産業大臣指定伝統的工芸品) グラス(1)、風鈴(2)

石川県 加賀繡(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 几帳(1)

石川県 加賀友禅(経済産業大臣指定伝統的工芸品) マスク(3)

石川県 金沢箔(経済産業大臣指定伝統的工芸品)
箔アート(7)、３Dクリスタル(2)、ストロー(1)、カレン
ダー(1)

石川県 九谷焼(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 茶筒(2)

石川県 山中漆器(経済産業大臣指定伝統的工芸品) カップ(1)、茶筒(2)

石川県 輪島塗(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 丸盆(1)、カップ(1)、ジュエリーボックス(1)

石川県 加賀水引細工(石川県希少伝統的工芸品) ミサンガ(6)

石川県 太鼓(石川県希少伝統的工芸品) 飾り太鼓(2)、締太鼓(2)、飾り小太鼓(2)

福井県 若狭塗(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 箸(1)

福井県 越前洋傘(福井県指定郷土工芸品) 傘(5)



都道府県 品目名 アイテム(商品数)

山梨県 甲州印伝(経済産業大臣指定伝統的工芸品)
名刺入(1)、小銭入(1)、札入(1)、束入(2)、パス入
(1)、キーケース(1)

山梨県 ふじやま織(地域特産品) 印鑑(2)

長野県 木曽漆器(経済産業大臣指定伝統的工芸品)
かんざし(1)、マグネット(2)、ぐい呑み(2)、ストラップ
(2)

長野県 飯田水引(長野県知事指定伝統的工芸品) 松飾り(1)キーホルダー(2)

岐阜県 岐阜提灯(経済産業大臣指定伝統的工芸品) ハット(2)

岐阜県 関の刃物(岐阜県指定郷土工芸品) 懐剣刀(1)

岐阜県 関の刃物(地域特産品) 毛抜き(1)

岐阜県 東濃ひのき製品(地域特産品) 下駄(1)

静岡県 浜松注染そめ(静岡県指定郷土工芸品) 手ぬぐい(1)

静岡県 遠州瓦(地域特産品) カップ(4)

静岡県 長板中形染め(地域特産品) 手ぬぐい(5)、浴衣(1)

愛知県 尾張七宝(経済産業大臣指定伝統的工芸品) ぐい呑み(1)

愛知県 三河木綿(愛知県指定郷土伝統工芸品) バック(2)、マスクケース(1)

三重県 伊勢形紙(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 伊勢型紙のしおり(5)、名刺ケース(1)

三重県 鈴鹿墨(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 鈴鹿墨(1)

三重県 四日市萬古焼(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 蚊やり豚(4)、急須(1)

滋賀県 近江上布(経済産業大臣指定伝統的工芸品) ポーチ(2)

京都府 京うちわ(経済産業大臣指定伝統的工芸品) うちわ(2)

京都府 京黒紋付染(経済産業大臣指定伝統的工芸品)
手ぬぐい(3)、筆入れ(1)、テーブルのれん(1)、ストール
(1)

京都府 京友禅(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 折本(2)

京都府 西陣織(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 風呂敷(1)、クッション(1)、ランチョンマット(1)

京都府 薫香(京都市伝統産業) 匂い袋(1)

京都府 京念珠(地域特産品) ブレスレット(2)

大阪府 堺打刃物(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 包丁(1)

兵庫県 丹波立杭焼(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 湯呑(1)

兵庫県 播州そろばん(経済産業大臣指定伝統的工芸品) そろばん(2)、キーホルダー(1)

奈良県 吉野杉透かし彫り(地域特産品) プレート(2)

和歌山県 紀州漆器(経済産業大臣指定伝統的工芸品) プレート(4)、コースター(2)

鳥取県 因州和紙(経済産業大臣指定伝統的工芸品) バッグ(1)

島根県 石州和紙(経済産業大臣指定伝統的工芸品) うちわ(4)

島根県 石州瓦(地域特産品) 箸置き(2)

岡山県 岡山デニム(地域特産品) ジャケット(1)

広島県 宮島杓子(地域特産品) ストラップ(2)

山口県 金魚ちょうちん(地域特産品) 提灯(1)

徳島県 美馬和傘(地域特産品) 絵日傘(1)

香川県 丸亀うちわ(経済産業大臣指定伝統的工芸品) うちわ(2)

香川県 庵治産地石製品(香川県指定伝統的工芸品) ペーパーウェイト(1)、サークルウエイト(1)

香川県 組手障子(香川県指定伝統的工芸品) パズル(1)

愛媛県 今治タオル(地域特産品) スタイ(4)

高知県 土佐打刃物(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 包丁(1)

福岡県 小石原焼(経済産業大臣指定伝統的工芸品) カップ(5)

福岡県 八女提灯(経済産業大臣指定伝統的工芸品) 提灯(1)

福岡県 籃胎漆器(福岡県知事指定特産工芸品・民芸品) 梅型皿(2)

福岡県 小倉織(地域特産品) 風呂敷(4)、バッグ(2)

【販売された伝統工芸品品目】



都道府県 品目名 アイテム(商品数)

佐賀県 伊万里・有田焼(経済産業大臣指定伝統的工芸品) おきあがりこぼし(2)

長崎県 長崎凧(長崎県知事指定伝統的工芸品) 凧(4)

熊本県 花手箱(熊本県指定伝統的工芸品) 箱(1)

熊本県 屛風・表具(熊本県指定伝統的工芸品) 色紙(1)

大分県 別府竹細工(経済産業大臣指定伝統的工芸品) フォトフレーム(2)

大分県 臼杵焼(地域特産品) 箸置き(1)

宮崎県 佐土原人形(宮崎県指定伝統的工芸品) 人形(1)

鹿児島県 薩摩切子(鹿児島県指定伝統的工芸品) タンブラー(2)

鹿児島県 薩摩深水刃物(鹿児島県指定伝統的工芸品) 包丁(2)

沖縄県 琉球びんがた(経済産業大臣指定伝統的工芸品) ストール(1)

【販売された伝統工芸品品目】


