
中川政七商店 創業三百周年記念イベント「大日本市博覧会」全国各地で開催!!
東京、岩手、長崎、新潟、奈良　工芸と遊ぶ五日間

中川政七商店が掲げるビジョン「日本の工芸を元気にする！」を実現するため、まずはより多くの方に工芸を身近に感じてい
ただきたい。そんな想いから、工芸の「作り手」と「使い手」が出会える場「大日本市博覧会」を全国の五地域で開催いたし
ます。会場では、産地ならではの工芸と出会い、学び、体験し、五感を使って愉しんでいただける展示やイベントを用意して、
ものづくりの魅力を発信いたします。

                                                        2015年12月

1

3 / 7

■三百周年記念イベント「大日本市博覧会」
東京、岩手、長崎、新潟、奈良　工芸と遊ぶ五日間

中川政七商店が掲げるビジョン「日本の工芸を元気にする！」を実現するため、まずはより
多くの方に工芸を身近に感じていただきたい。そんな想いから、工芸の「作り手」と「使い手」
が出会える場「大日本市博覧会」を全国の五地域で開催いたします。
会場では、産地ならではの工芸と出会い、学び、体験し、五感を使って愉しんでいただける
展示やイベントを用意して、ものづくりの魅力を発信いたします。

①東京

⑤奈良
③長崎

④新潟

②岩手

①　　　【関東地方】東京博覧会
　　　　期間：2016 年 1月 13日～ 17日
　　　　会場：東京ミッドタウン イベントスペース アトリウム

②　　　【東北地方】岩手博覧会
　　　　期間：2016 年 5月 3日～ 8日
　　　　会場：岩手公会堂

③　　　【九州地方】長崎博覧会
　　　　期間：2016 年 9月 22日～ 25日
　　　　会場：旧波佐見町立中央小学校講堂兼公会堂

④　　　【北陸地方】新潟博覧会
　　　　期間：2016 年 10 月 6日～ 9日
　　　　会場：三条ものづくり学校

⑤　　　【近畿地方】奈良博覧会
　　　　期間：2016 年 11 月 1日～ 6日
　　　　会場：奈良公園 浮雲園地

イベントグラフィックデザイン：水野 学氏（good design company）
イベントアドバイザー：山田 遊氏（method）
イベント空間デザイン：graf（デコラティブ・モード・ナンバースリー）

■「大日本市博覧会」開催スケジュール

＜企画一例＞

松岡正剛氏監修　工芸の歴史を紐解く「工芸クロニクル屏風」
“知の巨人” 松岡正剛氏が所長を務める編集工学研究所監修の
もと、工芸を取り巻く「ビジネスモデル」を切り口に日本の
ものづくりの歴史を描いた屏風画が登場。わたしたちの生活
を豊かにする工芸はどこからやってきて、どこへ向かうのか。
産地を舞台に、工芸史を飾る七つの時代に着目し、これから
の工芸を考えます。

「大日本市博覧会」公式サイト：http://www.yu-nakagawa.co.jp/p/hakurankai

「地域工芸とものづくりプロジェクト」
中川政七商店は、自社ブランドで工芸業界初の SPA 業態を確
立し、コンサルティング事業など多岐にわたる取り組みを
行ってきました。そのノウハウを活かし、博覧会を開催する
各地域のメーカーと新たな商品開発のコンサルティングを行
います。約一年をかけて開発し、完成した商品を会場にて販
売いたします。

※価格は税抜き表記です。

工芸と遊ぶ5日間 「大日本市博覧会」
創業300周年記念プロジェクトのご案内

2016年1月中旬スタート
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2 0 1 5年 1 1月更新

　1716 年創業の老舗、株式会社中川政七商店（本社：奈良県奈良市　代表取締役社長：十三代 
中川 淳 ) は、2016年に創業300周年を迎えるにあたり日本各地で 「大日本市博覧会」を開催い
たします。
　本イベントは2016年1月の東京会場からスタートし、岩手、長崎、新潟、そして2016年11月の
奈良まで、5地域を巡回。また、周年イベントのみにとどまらず、2017年以降も年に2回、日本各
地で継続した博覧会の実施を予定しております。

※2015 年 8 月時点の予定であり確定ではございません。

イベントグラフィックデザイン：水野 学氏（good design company）
イベントアドバイザー：山田 遊氏（method）
イベント空間デザイン：graf（デコラティブ・モード・ナンバースリー）

「大日本市博覧会」に関するご応募・お問い合わせ先
nakagawa@yu-nakagawa.co.jp

■「大日本市博覧会」開催スケジュール

イメージ

　当社ビジョンでもある「日本の工芸を元気にする!」ために、
共に立ち上がってくださる各地域のみなさまと協力し、「日本
の地方とメーカーを元気にする!」ことを目指します。

　そのためにまずは、ご来場のみなさまには、まつりのような
雰囲気を楽しんでいただく中で自然と工芸を身近に感じてい
ただき、地元の職人さんにはものづくりに誇りをもっていただ
くためのきっかけづくりとなるような、地域の工芸と遊ぶ博覧
会に向けて準備を進めてまいります。

①東京

⑤奈良
③長崎

④新潟

②岩手

①　　　【関東地方】東京博覧会
　　　　期間：2016 年 1月 13日～ 17日
　　　　会場：東京ミッドタウン イベントスペース アトリウム

②　　　【東北地方】岩手博覧会
　　　　期間：2016 年 5月 3日～ 5日
　　　　会場：岩手公会堂

③　　　【九州地方】長崎博覧会
　　　　期間：2016 年 9月 22日～ 25日
　　　　会場：旧波佐見町立中央小学校講堂兼公会堂

④　　　【北陸地方】新潟博覧会
　　　　期間：2016 年 10 月 6日～ 9日
　　　　会場：三条ものづくり学校

⑤　　　【近畿地方】奈良博覧会
　　　　期間：2016 年 11 月 1日～ 6日
　　　　会場：奈良公園 浮雲園地



「大日本市博覧会」東京博覧会  実施概要
　開催日時： 2016年1月13日（水）～1月17日（日）
　会場：東京ミッドタウン 地下一階アトリウム

「大日本博覧会」の記念すべき、第一回目の開催地となる東京。
会場では、五地域共通で実施する工芸ショップやワークショップに加え、特別な企画を展開いたします。

① 新ブランド「花園樹斎」限定ショップ
プラントハンターの西畠清順氏と生み出す工芸と植物の新ブランド「花園樹斎」のお披露目と共に限定ショップを出店いたし
ます。

②「食と工芸」コラボレーション
東京博覧会会場である東京ミッドタウン内にあるABCクッキングスタジオ、久原本家グループ（茅の舎）とのコラボ企画を実
施いたします。

　

　
　ABCオリジナルレッスン
　ABCクッキングスタジオと中川政七商店がコラボした料理レッスン「日本の伝統×食を学ぶ和の道具で作るごちそう和菓子」　
　を実施。レシピに沿って五種類の工芸品を使い和食の風情にふれていきます。
　（オリジナル「やわらかい花ふきん」のお土産つきです。）
　＜レッスン概要＞
 価格：5,000円（税込）
 日時：2016/1/13～2/29まで
 会場：ABCクッキングスタジオ　東京ミッドタウン plus international スタジオ
 お申し込みURL：https://odl.abc-cooking.co.jp/one/lesson/detail

　茅乃舎御用達汁椀セット
　東京博覧会限定商品として福井県鯖江の「漆琳堂」による汁碗セットを3色で展開いたします。
　会期中、汁や（茅乃舎東京ミッドタウン店）にて奈良オリジナルメニューを販売いたします。
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③ イベント「世界チャンピオンが教える日本工芸版モノポリー大会」
世界No.1ボードゲームを通して、日本各地の工芸を楽しく学べる「日本工芸版モノポリー」の発売を記念したイベントを開催
いたします。
「日本工芸版モノポリーチャレンジカップ in 東京」「世界チャンピオンが教える日本工芸版モノポリー」の二本立て。

　1月17日（日） 13:00-18:00（最終入場 16:30）
　会場：ホール＆カンファレンス Room 5　※モノポリーをご購入された方は、ご自由に参加いただけます。

「日本工芸版モノポリー」
　価格：未定　
　製造・販売元：株式会社タカラトミー
　監修中：日本モノポリー協会＜糸井重里会長＞　
　*デザインは今後変更の可能性があります。

世界No.1ボードゲーム「モノポリー」の世界観を生かしながら、注目すべき産地・工芸品が登場するなど、
細部まで日本の工芸振興にこだわった逸品です。「モノポリー」を通じて、日本各地の工芸を、世代、国籍
を問わず楽しく学べます。ゲーム盤は「中川政七商店」ブランドをはじめ、弊社が展開する全国の直営店で
販売いたします。

中川政七商店　企画展「日本全国工芸の旅」　展開アイテム
モノポリーの盤上にも登場する工芸品を、弊社のパートナー企業や工芸産地を代表するメーカーと共同で製作しました。産地
の技と思いを集結させた、今回限りの数量限定品です。商品は「大日本市博覧会　 東京博覧会（2016年1月13日～17日）」で
先行販売。2016年2月7日から3月1日まで「中川政七商店」ブランド全店で展開する企画展「日本全国工芸の旅」でも販売い
たします。
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「東京　江戸切子グラスセット（麻の葉文／無地）」
　価格：12,000円（200個限定）

 「長崎 波佐見焼　HASAMI BLOCKMUG　麻の葉手描き染付」
 　価格：6,000円（50個限定）

「石川　金沢箔　拭き漆金箔竹箸」
　価格：5,000円（300セット限定）

「奈良　本麻　御茶巾」
　価格：900円（500個限定）

＊価格は税抜表記です



④ トークショー　※ホール＆カンファレンス Room 5, 6 にて実施
中川政七商店と「工芸」を共通言語に繋がる各界の著名なゲストをお招きして、トークショーを実施いたします

トークショー スケジュール ※各回18:30-19:30（開場18:00～）
　1月13日（水） 「花園樹斎のはじまり」西畠清順氏（プラントハンター、そら植物園 代表）
　1月14日（木） 「土産ものやの未来」山田遊氏（バイヤー、method代表）
　1月15日（金） 「産地の旅し方」中田英寿氏（元サッカー日本代表）
　1月16日（土） 「水野学と中川淳」水野学氏（クリエイティブディレクター、good design company代表）

⑤ ワークショップ
九谷焼の上出長右衛門窯のブランド「KUTANI SEAL（クタニシール）」を使った、世界で一つしかない九谷焼作りと、
福井県鯖江の「漆琳堂」8代目・内田徹氏による、漆塗りワークショップを実施いたします。

ワークショップ スケジュール 
　1月15日（金） 11:30-13:00　「KUTANI SEALで、あなただけの九谷焼をつくろう！」
　  15:00-16:30　「拭漆椀体験　自分で作る本物の和食器」
　1月16日（土） 11:30-13:00 / 15:00-16:30　「拭漆椀体験　自分で作る本物の和食器」 
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⑥ 中川政七商店街
東京ミッドタウン 地下一階アトリウムに、通常店舗とは別に、特別な「中川政七商店」が出現します。こちらでは、三百周年
を記念して企画された様々な記念商品を一堂に取り揃えて販売いたします。限定品や先行販売など見逃せない商品も並びます。

三百周年記念商品
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「六角形　徳利・猪口」　価格：50,000円（50セット限定） 素材：錫（徳利）、銅（猪口）
富山県高岡市の鋳物メーカー「能作」が百周年、新潟県の鎚起銅器メーカー「玉川堂」が二百周年、中川政七商店が三百周年。
2016年、日本の工芸メーカー3社が同時にアニバーサリーイヤーを迎える奇跡的な符合にちなみ、初めてコラボレーションいた
します。それぞれの周年数字（1＋2＋3）を足した「6」にちなみ、能作は『徳利』、玉川堂は『猪口』と、六角の酒器を製作
いたしました。六角形を隙間なく並べた造形は、“ハニカム構造”と名付けられており、蜜蜂たちが協力し合って巣を守るよう
に、「さんち同士が手を取り合い、工芸を未来に繋いでいく」という意味合いが込められています。これに合わせ、中川政七商
店では、奈良の｢豊澤酒造」ご協力のもと、純米吟醸酒を開発中で、2016年1月から本数限定で販売いたします。

「粋更kisara　小さなハートピンバッチ 」　価格：3,000円～33,000円（全種合計300個限定）
古くから日本人が身を飾るのに用いてきた素材を現代の飾りに仕立てました。漆、白蝶貝、金箔、鹿角、鹿角茜染め、手織り
麻、七宝焼き、江戸切子の8素材40種類。創業三百周年にちなみ全300個の数量限定で、シリアルナンバーが刻印された特製の
桐箱入りです。小さなハートに気持ちを込め、大切な人への贈り物にもおすすめです。東京博覧会を皮切りに、「大日本市博覧
会」会場で販売いたします。

＊価格は税抜表記です


