
（京都市プレスリリース）                      平成２６年３月 日                      

ＢＲＡＮＤ ＮＥＷ ＫＹＯＴＯ 実行委員会 

京都市産業観光局商工部伝統産業課 

 

 

 

 

 

 

京都の伝統産業に携わる方々のイノベーションの息吹を、さまざまな伝統産業製品の展示や販売を

通し、新しい京都の魅力として発信する「ＢＲＡＮＤ ＮＥＷ ＫＹＯＴＯプロジェクト」が、新しい

かたちに生まれ変わり、今年は東京丸の内で開催します。 

 

～人と技術を結び、世界の感性を刺激する。あたらしい京都～ 

 日本の伝統を守りつつ、各時代一流の技術者により高められ、世界からも高く評価される京都の 

伝統産業が、現代の先端をゆく各界の技術や匠と結びつき、革新され、磨かれる 

「ＢＲＡＮＤ ＮＥＷ」な京都に、ひと足はやくふれてみませんか。 

 

 

＜BRAND NEW KYOTO プロジェクト＞ 

 京都を愛する地元産業界の若手経営者有志を主体としたＢＲＡＮＤ ＮＥＷ ＫＹＯＴＯ実行委員会

が、日本人の“心”“伝統”“文化”を色濃く残しつつ、今の時代に新しい、日本らしい価値を咲かせ

続ける国際観光都市・京都の新しい魅力「ＢＲＡＮＤ ＮＥＷ ＫＹＯＴＯ（新しい京都ブランド）」の

確立を日本全国および世界に向け発信するプロジェクト。  

 

 

１．開催概要 

・名  称：「ＢＲＡＮＤ ＮＥＷ ＫＹＯＴＯ プロジェクト２０１４」in ＫＩＴＴＥ 

・日  時：２０１４年３月７日（金）～３月８日（土） 

午前１１時～午後７時 

・会  場：ＫＩＴＴＥ １Ｆ アトリウム（東京都千代田区丸の内二丁目７番２号） 

・主  催：ＢＲＡＮＤ ＮＥＷ ＫＹＯＴＯ 実行委員会 

・共  催：京都市 

・後  援：京都府、京都商工会議所 

・協  賛：株式会社ハースト婦人画報社 

・協  力：日本郵便株式会社 

・入場料：無料  

 

 

２．展開内容 （※各ブースの参加予定事業者は一覧参照） 

～新しい京都に会える～ 
「BRAND NEW KYOTO プロジェクト 2014」 in KITTE 

３月７日（金）～８日（土）開催！ 

 



 

① ＢＲＡＮＤ ＮＥＷ ＫＹＯＴＯ ＤＥＳＩＧＮ ＳＵＭＭＩＴ（展示） 

  企業の持つテクノロジーと京都の伝統美が融合した“新たなものづくり”への取り組みを紹介します。  

    ■タイガー魔法瓶株式会社×京焼・清水焼×京銘竹  

 ・京都の美しい伝統工芸のエッセンスを取り入れた魔法瓶の開発 
  

    ■帝人株式会社×伊勢丹×京友禅 

・新素材ＷＡＶＥＲＯＮ®を活用した、夏涼しい浴衣の開発 

・「婦人画報」編集部がプロデュースで参画 

 

② 京都セレクション（展示・販売） 

  新しいチャレンジを続ける、京都の伝統産業製品を展示・販売します。 
 

  【チーム「みやび」プロジェクト】（展示・販売） 

  ・現代のライフスタイルに合う伝統産業製品を取り扱うオンラインショップ「京もの専門店『み

やび』」参画事業者が、新しく開発した新商品を発表・販売 

    【京と今の和プロジェクト】（販売） 

    ・プロデューサー監修の下、京都市の技術功労者表彰を受けた伝統産業事業者などが開発した新

商品を販売 

    【京都ブランド海外市場開拓事業】（展示・販売） 

    ・パリでの展示商談会や見本市「メゾン・エ・オブジェ」に出展した京都の伝統産業事業者の商 

品を展示・販売 

    【京ものユースコンペティション】（展示） 

・京都市が主催する、現代のライフスタイルに溶け込む「京もの」の作品コンペのグランプリ、

準グランプリ受賞者の作品展示 

    【京都市産業技術研究所】（展示） 

    ・最新技術と伝統技術を融合した商品の展示 

 

③ 伝統産業チャリティ販売会（販売） 

 オンラインショップ「京もの専門店『みやび』」参画事業者、伝統産業事業者、伝統産業産地組合の

伝統産業製品を販売し、売上の一部を東日本大震災で被災した伝統産業産地組合へ寄付します。 

 

④  「きょうとあす」トークライブ（ステージ） 

  「婦人画報」出口由美編集長、桜井正朗編集長代理がナビゲーターをつとめ、伝統産業を次世代

に継承させていくためのさまざまなイノベーションや「ＢＲＡＮＤ ＮＥＷ」な京都の魅力をゲス

トに語っていただきます。  

＜ゲスト＞(1)山本晃久氏（和鏡・神鏡・魔鏡制作 山本合金製作所） 

     (2)吉川博也氏（京友禅「吉川染匠」） 

          (3)西堀耕太郎氏（京和傘「日吉屋」） 

     (4)三木崇司氏（京銘竹「三木竹材店」） 

 



 ＜開催日時＞３月７日（金）１２時～ 山本晃久氏×出口由美編集長 

              １８時～ 吉川博也氏×出口由美編集長 

       ３月８日（土）１３時～ 西堀耕太郎氏×桜井正朗編集長代理 

              １６時～ 三木崇司氏×桜井正朗編集長代理 

 

⑤ 「きょうとあす」ＰＲブース（展示） 

２０１３年夏にオープンした京都の新たな楽しみ方を紹介するサイト「きょうとあす」のすべてを紹介します。 

  ※「きょうとあす」ＵＲＬ⇒http://www.trip.kyoto.jp/ 

 

⑥ 京の旅情報コーナー（展示） 

京都観光宣伝協議会（京都市、(社)京都市観光協会、ＪＲ東海が参画・運営）が、旬の京都の 

 観光情報、旅情報を提供します。 

 

⑦ 伝統産業の職人による実演（ステージ） 

  京都の伝統産業の職人が、実演を行います。 

・３月７日（金） １３：４５～１６：４５ 魔鏡制作【山本晃久氏】 

・３月８日（土） １１：００～１２：４５ 友禅染（墨流し）【薗部正典氏】 

 

⑧ Ｋｙｏｔｏ ものづくり体験工房（ステージ横） 

  京友禅でつくる、世界に一つのタンブラー制作など、ものづくりを体験していただきます。 

   （参加費）５００円 ※売上は、東日本大震災で被災した伝統産業産地組合へ寄付します。 

                                                        

⑨ 「歴史・文化・芸術の宝庫である京都で学ぶ」（ステージ） 

   京都造形芸術大学 通信教育部 出張ミニ講義 

  通信教育部 芸術教養学科 野村朋弘先生が「京都」の多様な魅力を講義します。 

  ・３月７日（金） 第１回：１２：４５～１３：３０ 第２回：１７：００～１７：４５ 

  ・３月８日（土） 第１回：１３：４５～１４：３０ 第２回：１５：００～１５：４５ 

※ 本件については、平成２６年３月３日に京都市政記者クラブ、京都経済記者クラブにおいて発表

しています。 

 

  参考：http://www.brandnewkyoto.com/BNK_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜この件に関する報道関係のお問合せ先＞ 

「BRAND NEW KYOTO」実行委員会事務局  

担当者/辻（ツジ）・谷（タニ） 

ＴＥＬ：０６－６３４１－９２０７/ ＦＡＸ：０６－６３４４－７３１７ 

MAIL：brandnewkyoto@gmail.com 

・取材に際し、撮影はイベントスペースに限っての撮影及び掲

載をお願いいたします。 

・施設外部からの外観や、イベントスペース外の撮影及び写真

使用は禁止されておりますので、御注意ください。 

http://www.brandnewkyoto.com/BNK_2014.pdf


BRAND NEW KYOTO プロジェクト ２０１４ 出展業者リスト 

種別 出展者 伝統産業の

種類 

出展作品 

京都セレクション（販売） 

＜みやび：新商品開発３社＞ 

香老舗 林龍昇堂 薫香 お香セット「舞妓 maimai 加茂川

散歩」 

「舞妓 maimai 祇園のあかり」 

株式会社薗部染工 京友禅 割烹着、てぬぐい、端切れキット 

吉田木芸 京指物 トレイ＋コースター＋お茶出し皿セ

ット 

京都セレクション（販売） 

＜いまのわ８社＞ 

岡田長仏具工芸 京仏具（玩

具） 

十二支はめこみ 

有限会社織匠平居 西陣織 WA！ベルト 

綴織技術保存会 奏絲綴

苑 

西陣織（綴

織） 

光映天衣、白映天衣、奏絲天衣 

株式会社薗部染工 京友禅 スカーフ、ハンドバッグ、名刺入れ

（カード） 

照明器具（スタンド） 

ミーヴ染工房 京友禅（引

染） 

ポーチ、スカーフ、ストラップ付がまぐ

ち 

つづれ織工房 おりこと 西陣織（綴

織） 

 つづれ織帯結びブローチ、つづれ

織コサージュ 

有限会社ヒロミアート 京七宝 ローソク兼香立て 

有限会社山下弘栄堂 京印章 京の茶印 

京都セレクション（販売） 

〈京都ブランド海外市場開拓事

業９社〉 

≪Kyoto Contemporary≫ 

株式会社井助商店 京漆器 ＭＯＫＵカップ、ＭＯＫＵボウル 

近江屋株式会社 織物 SANJIKU ショール 

京人形 み彌け 京人形 Ｓａｍｕｒａｉ Ａｒｍｏｒ Ｂａｇ  ＮＯ

ＢＵＮＡＧＡ 

Ｓａｍｕｒａｉ Ａｒｍｏｒ Ｂａｇ ＹＵＫＩ

ＭＵＲＡ 

株式会社熊谷聡商店 京焼・清水

焼 

花結晶 フリーカップ、花結晶 ボ

ウル、 

花結晶 ビアカップ 

株式会社黒香師工房 歌舞伎衣装 ブローチ，がま口，OBI クラッチ 

株式会社中野伊助 京念珠 アクセサリー（ブレスレット・骸骨、キ

ーホルダー・ 

髑髏、眼鏡（グラス）ホルダー 髑

髏 

西村友禅彫刻店 京友禅（型

紙） 

革製 iPad ケース、革製 iPhone ケ

ース、 

革製液晶画面クリーナー 



夢訪庵 帯地 バッグ、クラッチバック 

株式会社渡敬 京くみひも ネックレス 

京都セレクション（販売） 

〈京都ブランド海外市場開拓事

業１社〉 

≪Kyoto Connection≫ 

株式会社遊禅庵 京友禅 長財布（ギャルソン型）カードケー

ス、コインケース 

長財布（切替かぶせ型）カードケー

ス（切替かぶせ型） 

京都セレクション〈展示） 

〈京都ブランド海外市場開拓事

業１社〉 

≪Kyoto Connection≫ 

京朋株式会社 京友禅 エルセーヌクッション、iPad ケース、 

生地サンプル帳 

渡文株式会社 西陣織 テキスタイル素材 

京都セレクション（展示） 組合 京都府仏具協同組合 京仏具 カスタマイズ仏具 

京都セレクション（展示） 

京ものユースコンペティション 

中村 裕也（グランプリ） 唐紙 和紙バゲットケース

-Origami-bread basket- 

河原 尚子（準グランプリ） 京焼・清水

焼 

sione－読む器－ 

竹中 大輔（準グランプリ） 京友禅 彩～婚礼衣装で作ったグラスマー

カー～ 

京都セレクション〈展示） 

京都市産業技術研究所 

清水焼団地協同組合 京焼・清水

焼 

食洗機対応/洋皿 

株式会社陶葊 窯業 大型極薄陶板 

宮階織物株式会社 西陣織 ３Ｄ風柄表現「織額」 

チャリティー販売会 

＜みやび 7社＞ 

京都竹工房ゆうすい 京竹工芸 無双籠 

光章 京友禅 帆布トートバック 

小菱屋忠兵衛 提灯 チビ丸 

杉本晃則 京漆器 漆ｃｕｐ 

株式会社山本合金製作所 神祇工芸 手鏡 春香 

charcoal 京焼・清水

焼 

free cup 

ミーヴ染工房 京友禅（引

染） 

犬具リード、ペンケースなど 

チャリティー販売会 

＜２組合＞ 

京鹿の子絞振興協同組合 京鹿の子絞 鹿革 iPhoneケース、鹿革がま口ケ

ース 

京都府仏具協同組合 京仏具 おもちゃ展 

チャリティー販売会 

＜実行委員会４社＞ 

三木竹材店 京銘竹 マイ箸、竹とんばスプーンなど 

吉川染匠株式会社 京友禅 京友禅チャームキーホルダー 



株式会社和蘭 京焼・清水

焼 

フリーカップ、マグカップなど 

渡文株式会社 西陣織 織ネクタイ 

 


