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◎ テーブルウェア・フェスティバル 2019 〜暮らしを彩る器展〜  
 

株式会社イエットアソシエイツ 放生 真紀子 

開催期間 ： 2019 年 2 月 3 日（日）～2 月 11 日（月・祝）    
開催場所 ： 東京ドーム 

なぜか毎年、このお祭りに合わせたように冬のピークがやってくる。今年も期間最終の 3 連休は雪の予報。

長期予報では晴れのはずの私の訪問日も東京は朝から雪、最高気温 4 度と冷えきった連休最終日となった。

その影響か、例年に比べ人出が少なく、会場全体が静かだった。おかげで、展示の真正面で自分のペースで

観ることができ、満足度の高い視察となった。中でも「German Tableware」の素晴らしさを知り、堪能すること

ができたことはラッキーとしかいいようがない。引き締まった白色の生地、伸びやかで自由を感じさせるフォル

ム、優雅なデザイン、気品ある佇まい、ドイツ食器が持つ洗練された美しさに魅了されたからだ。 
食器のカジュアル化が世界的なトレンドであり、日本人が毎日の食事で使う日常食器もカフェスタイル風だ

ったり、和食器を組み合わせるコーディネートだったり、北欧風だったりが人気のスタイルだ。しかしそろそろ物

足りなさも感じていた。そこへドイツ食器の『洗練の美』はまさに求めていたものだったと思う。 
「揺るぎなきホンモノ感」「優雅なデザイン」「気高さを感じさせる佇まい」などイメージを書き出してみると、そ

れはすべて成熟した大人の要素につながっている。ドイツ食器には大人の品格があるのだ。だから紳士、淑

女から愛され、長きに渡り、みなの憧れの食器として君臨している。 
今回ドイツ食器との出会いは私への刺激となった。私自身もう十分な大人であるが、大人にはほど遠いこと

がよくわかったからだ。陶磁器と関わりを持ち、たくさんの経験をさせてもらっているが、人生の美学をも教えて

もらえるこの世界は魅力が尽きない。 
ではそろそろレポートを始めたい。今年は私の心が動いたものを中心に書いていこうと思う。 
 

German Tableware  
〜Traditional&Modern〜 
 

今年は最初にみたドイツ特集に先制パンチを食らってしまい、

その余韻が最後まで消えない視察となった。 
圧倒的な本物感、デザイン、バランス、質感、色、機能性の高

さ。これらの要素が見ている私に迫り、私の心を揺さぶったの

だ。 
ドイツという国の印象は、私の中ではファッション先進国ではな

いし、オシャレなイメージもなく、食器のドイツというイメージもな

かった。が、ドイツ車は知っていた。メルセデス、BMW、アウデ

ィ、ポルシェ、VW・・・など世界に名だたるブランドがずらりと並

ぶ。 
食器も車も産業であり、モノづくりであるが、ドイツのモノづくりは

芸術性（デザイン含む）という要素が強く加わっているように思

う。そして『洗練』が生まれる。 

ちょっと和風なマイセン「ガーデン オブ ベルナー」 

入り口で待ち構えるのは「スワン サーヴィスセット」 

特集企画 
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＊マイセン 

ドイツを代表する名窯「マイセン」。有名すぎるゆえにド

イツブランドだという認識がどこかへ飛んでいってしまっ

ていた。「ブルーオニオン」は 1739 年に生み出されたマ

イセンを代表するシリーズ。大ロングセラー商品だ。 
マイセンを知ったのは、大学生の時、友達の家で紅茶

が出てきたときのティーカップがブルーオニオンだっ

た。当時、輸入食器ブームがやってきたころで、ウエッ

ジウッドとかロイヤルコペンハーゲンのイヤープレートを

集め得意になっていたが、マイセンには手が届かなか

った。別格だったのだ。 
 
 
＊KPM Berlin ～ベルリン王立磁器製陶所～ 
始まりは 1763 年からと、こちらも歴史あるブランド。 
すべてがハイクオリティー。気高さを感じる食器とでもいおうか。通常すべてプライスがでているのだが、KPM
にはプライスが出ていない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

「KURLAND」シリーズのティーセッティング 

これぞマイセン「ブルーオニオン」 

昆虫が優雅なモチーフとして描かれている

「FELDBLUMENRELIEF AUF BORD」 

「LAB、BERLIN、URBINO」 

KPM の 3 つのシリーズでコーディネート 

シンプルなフォルムがモダン 
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＊FURSTEMBERG （フュルステンベルク） 

初めて知ったこのブランドにドイツ食器に抱いていた思い込みを壊された。なんてオシャレ！成熟した大人の

ための食器ではないか。展示ボードには「設立の 1747 年から現在に至るまで、フュルステンベルクの工場で

生産される磁器には時代の活気、人生観や美的感覚と同時に、手工業での技術的な可能性も常に反映され

てきました」とあった。ドイツの食器には哲学がある。 
 
＊DIBBERN （ディバーン） 
1965 年に設立。 
半透明で繊細なボーンチャイナの柔らかいきらめきが

魅力のブランド。しびれる。 
 
 
 
 
 
 

これも「KURLAND」シリーズ。彫刻のようなレリーフが美しい 

今回いちばんグッときた「Fluen」シリーズ。なめらかでつややかな生地と色使いがたまらない 

「GOLDEN FOREST、GOLDEN TIMBER、GOLD LEAF」 

金魚モチーフ

がかわいい 



JAPPI NEWSLETTER  March 2019 

 

＊Hering Berlin （へリングベルリン） 
1992 年にデザイナー

のステファニーへリング

によって創設された新

しいブランド。めちゃく

ちゃかっこいい。 
彼女の言う、「芸術的で

機能的な最高の製品を

作りたい」という創作と

向き合う本質が感じら

れる食器。哲学的だ。 
 
 
 

Botanical Table  
〜ナチュラルな暮らしを愉しむ〜 

 
ボタニカル（植物モチーフ）が女子に人気だ。健康志向なラ

イフスタイルの中で植物の生命力を取り入れたいというニー

ズは高い。そんなボタニカルがテーマの特集は見ているだ

けで元気がもらえる器も多く、バラエティ豊かな企画であっ

た。 
 
＊ヘレンド （ハンガリー） 
女子ウケ、インスタ映えナンバー1 のヘレンド。 
このブルーグレーの色がたまらない。 
 
 
＊ロブマイヤー 

深紅と表現したい赤色の華やかなセッティングの頭上には「光の芸

術」と呼ばれるシャンデリア。 
 
 
 

“おまけ” 
グラステイスティングコーナーで 
ロブマイヤーのバレリーナを 
チョイスし試飲。憧れのグラスは 
繊細でありながら力強さも感じた。 

 

特集企画 

「Cielo、Pulse、Polite Cold」 

四季の草花をモチーフにした「QUATRE SAISONS」 

シャンデリアの名は「メトロポリタン」 

「Silent Iron、Ocean、Piqueur」 
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＊ベルナルド                         ＊ボルダロ・ピニェイロ  
リモージュのトップブランドは完璧なセッティング。   独創的な作風が特長のポルトガルの陶磁器。 

 
 
 
 
 
 
       
 

 
 

＊グラススタジオ                      ＊ドーム   

                      

彩の食卓 カジュアルリッチ  
～波佐見焼～ 

 
日常で使いやすい食器として大人気の波佐見焼。販

売ブースでも波佐見焼のブースは賑わっており、値段

の手頃さも手伝い、まとめ買いをする人も目に付く。 
企画では波佐見焼の窯元がそれぞれ自慢の食器を展

示していた。おっと思ったのは会津塗とのコラボレーシ

ョンコーディネイト。どれもなかなか渋く、魅力的に映っ

た。相性合う！気に入ったのはこの 3 つ。ちょっと民藝

っぽい 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

特集企画 

インドの庭園をイメージした「ジャルダン アンディヤン」 写実的なモチーフと、優れた実用性が光る 

「西山」のセンティア･ラポールのセッティング 

ピンクとグレーが渋い 

会津塗×波佐見焼のコーディネートはどれもモダンでかっこいい 

ギリシャに住む夫

婦がデザイナー。 

デザインの源は地

中海。 

フランスを代表する

クリスタルブランド。

ローズコレクション

のバラは濡れたよう

に瑞々しい。 
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＊ノリタケ  

「彩りのある日々を描く  
～上質なエッセンス～」 

お花と小鳥がブランドシグネチャー、神戸発

のファッションブランド「Chesty」とのコラボテ

ィーセットが人気。窯変が美しい新作、メゾン

シリーズというインテリアグッズなど多様な商

品を揃えて見応えがあった。日本を代表する

世界のノリタケのなせる業。 
 
 
＊大倉陶園 

「至福のおもてなし～創業 100 周年～」 
2019 年に創業 100 年を迎える大倉陶園。クラシックホテル御三家のオリジナル食器は格式がある。 

 
＊ハウス食品グループ 

「レイノーとスパイスで彩る豊かな食卓」 
鮮やかな色彩の新作「トレゾーフルール」のほかに、独特な世界観の映画が個人的に大好きなｼﾞャン・コクトー

の器もあり、楽しめた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「ホテル ニューグランド」 

コクトーの愛したジャン･マレーのよう 

窯変の器。ブルーがきれい Chesty × Noritake 春のティータイム 

展示: 洋の器への誘い 

「奈良ホテル」 「富士屋ホテル」 

トレゾーフルールは新作 
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＊テーブルセッティングによる食空間提案 
各界著名人が「おもてなしの食空間」をテーブルセッティングとと

もに紹介するコーナー。今年もやはりゆうこりん（タレント：小倉優

子）に注目してしまう。センスいいのだ。本人とのイメージのギャッ

プに悩むが、今年も全体の統一感が取れていてお見事。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バイオリニストの川井郁子さんの提案は美しかった。きれいな方の暮らしはやはりきれいだ。レモンイエローが

さわやかで好感度大。今年初めて参加のミュージシャン、ラルクアンシェルの TETSUYA の提案も気に入っ

た。テーマは「宇宙」、食器も惑星カラーが印象に残る。壁に何気にバンクシーのねずみの絵があるが、コメン

トを読まなければ気づかなかった。何気にセレブ。 
 

 
 
 

今年はオリジナルデザイン部門 

＊部門 1 オリジナルデザイン部門 

食器のオリジナルデザインのコンテスト大賞は白磁のティーセット。 
タイトル「白蟲」 リアルなフォルムはまさに「蟲」。 

＊部門 2 コーディネート部門 
大賞はこちら。ハイセンスで渋い大人の

コーディネートが光る作品。 
タイトルは「今宵、月の下で茶の･･･」。 
今年のテーマ「私流・テーマカラーでお

もてなし」だったのだが、この作品のテー

マカラーの欄には「月の色」とあった。そ

の想像力に感動。 

ゆうこりんのテーマは「家族で過ごす穏やかな休日」 

川井郁子さんの優しいパステルカラーの食器

とグラスの食卓は明るく軽やか TETSUYA さんのテーマは「宇宙」 

タイトル「白蟲」どおりの食器 

グレーの濃淡でまとめられた「月の世界」 

展示: 彩りの暮らし 

第 27 回テーブルウェア大賞 ～優しい空間コンテスト～ 
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【さいごに】 
今年は訪問の日程が最終日になったことから、行くまでに時間があった。 

だから、特集や企画の内容、また、どこからどんな風に観ていくかについては段取りも決めていた。 
結果、計画通りに周り、ほぼ見残すところなくチェックできた。ここ数年はレポートを書くための取材で訪問させ

てもらっているので気が付くのだが、大きな変化がないということもあり、企画の構成や会場のレイアウトがしっ

かり頭に入っていることも大きい。 
今年で 27 回目のこのイベント、企画コンテンツへの評価、来場者動向などあらゆる分析・検証が進み、改良

を重ねた結果、イベントとしての成熟期＝安定期に入っているように感じる。 
安定しているということはリピーターにとって大きなメリットがある。リピーターは明確な目的があって再び訪問す

るので、ブースの位置や出展メーカーなどが決まっていれば計画も立てやすく、効率よく周ることができ、来場

の満足感は高くなる。 
しかし、提案までもが安定してしまうと変化が乏しく感じられ、新鮮さが失われることになるわけでここが難し

い。新しさは必要不可欠なエッセンスだ。時代を映す新商品も必要ではあるが、もしかすると、食卓のコーディ

ネートを見せる「使い方の提案」以外に、テーブルウェアの器の魅力を最大限訴求できるドラマティックな見せ

方を考えることが、消費者がデジタル化しますます発信力が強くなるこれからの課題になるような気がしている。 
平成最後の開催となった今回であったが、元号が変わっても続いていくであろうこのイベントがどうなってい

くのかをこの先も見ていくことができればと願う。 
 
 
【今年の戦利品】津軽塗のお箸。色に一目ぼれ、長さ･太さは手に合うものにこだわって選ばせて 

いただきました。お付き合いくださったお店の方に感謝！ 
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