
№№ 都都道道府府県県 氏氏　　　　名名 フフリリガガナナ 肩肩　　　　書書 ププロロフフィィーールルUURRLL

1 北海道 高瀬　季里子 タカセ　キリコ エゾシカ革アルチザンデザイナー https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/takase-kiriko.html

2 北海道 木村　直樹 キムラ　ナオキ ガラス作家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/kimura-naoki.html

3 北海道 藤戸　康平 フジト　コウヘイ 木彫り作家・プロダクトデザイナー https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/fujito-kohei.html

4 青森県 角舘　徳子 カクダテ　ノリコ 草木染めこぎん刺し作家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/kakudate-noriko.html

5 青森県 吉澤　剛 ヨシザワ　ゴウ 鍛冶職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/yoshizawa-go.html

6 青森県 對馬　眞 ツシマ　シン デザイナー・津軽塗プロデューサー https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/tsushima-shin.html

7 秋田県 鎌田　祥子 カマダ　ショウコ ガラス工芸作家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/kamada-shoko.html

8 秋田県 柴田　昌正 シバタ　ヨシマサ 大舘曲げわっぱ伝統工芸士      https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/shibata-yoshimasa.html

9 秋田県 布田　信哉 ヌノタ　シンヤ 家具職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/nunota-shinya.html

10 岩手県 松沢　卓生 マツザワ　タクオ 国産漆の伝道師 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/matsuzawa-takuo.html

11 岩手県 鈴木　成朗 スズキ　シゲオ 南部鉄器職人           https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/suzuki-shigeo.html

12 岩手県 青柳　匠郎 アオヤギ　タクオ 塗師 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/aoyagi-takuo.html

13 宮城県 沢田　いくみ サワダ　イクミ ステンドグラス作家                https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/sawada-ikumi.html

14 宮城県 小野寺　くるみ オノデラ　クルミ 漆工芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/onodera-kurumi.html

15 山形県 金　寛美 コン　ヒロミ 陶芸作家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/kon-hiromi.html

16 山形県 新田　源太郎 ニッタ　ゲンタロウ 染織家                https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/nitta-gentaro.html

17 山形県 矢萩　誉大 ヤハギ　タカヒロ 陶芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/yahagi-takahiro.html

18 福島県 橋本　彰一 ハシモトショウイチ 張り子職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/hashimoto-shoichi.html

19 福島県 近藤　賢 コンドウ　タカシ 陶芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/kondo-takashi.html

20 福島県 渡邊　高章 ワタナベ　タカアキ 白河だるま総本舗14代目 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/watanabe-takaaki.html

21 茨城県 猪ノ原　武史 イノハラ　タケシ 桐下駄職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/inohara-takeshi.html

22 茨城県 中本　晋 ナカモト　ススム 木工・漆職人                https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/nakamoto-susumu.html

23 茨城県 清水　将勇 シミズ　マサタケ 木工家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/shimizu-masatake.html

24 栃木県 高野　篤 タカノ　アツシ ギタークラフトマン https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/takano-atsushi.html

25 栃木県 宮原　楓翠 ミヤハラ　フウスイ 漆芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/miyahara-fuhsui.html

26 栃木県 佐川　岳彦 サガワ　タケヒコ 竹芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/sagawa-takehiko.html

27 群馬県 川嶋　理良 カワシマ　リラ 陶芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/kawashima-lila.html

28 群馬県 中野　紘子 ナカノ　ヒロコ 座繰り・染織家                https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/nakano-hiroko.html

29 群馬県 小野里　健一 オノザト　ケンイチ 雨ザラシ工房　革職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/onozato-kenichi.html

30 埼玉県 三田村　雨龍 ミタムラ　ウリュウ 木彫漆芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/mitamura-uryu.html

31 埼玉県 根本　崇史 ネモト　タカフミ プロダクトデザイナー            https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/nemoto-takafumi.html

32 埼玉県 新島　大吾 ニイジマ　ダイゴ 藍染め伝統工芸士 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/niijima-daigo.html

33 千葉県 鈴木　理規 スズキ　リキ 四代目萬祝染職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/suzuki-riki.html

34 千葉県 中村　航太 ナカムラ　コウタ 江戸組紐職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/nakamura-kota.html

35 千葉県 藤井　彩野 フジイ　アヤノ 千葉県指定江戸つまみかんざし製作者 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/fujii-ayano.html

36 神奈川県 川島　英明 カワシマ　ヒデアキ からくり箱職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/kawashima-hideaki.html

37 神奈川県 吉田　慎司 ヨシダ　シンジ 中津箒職人・作家         https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/yoshida-shinji.html

38 神奈川県 三橋　鎌幽 ミツハシ　ケンユウ 鎌倉彫作家（彫刻+漆芸） https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/mitsuhashi-kenyu.html

39 東京都 益田　大祐 マスダ　ダイスケ 指物職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/masuda-daisuke.html

40 東京都 廣瀬　雄一 ヒロセ　ユウイチ 江戸小紋染め職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/hirose-yuichi.html

41 東京都 秋山　かおり アキヤマ　カオリ デザイナー https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/akiyama-kaori.html

42 東京都 堀口　徹 ホリグチ　トオル 江戸切子職人/三代秀石 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/horiguchi-toru.html

43 東京都 山田　真照 ヤマダ　マサアキ 江戸切子職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/yamada-masaaki.html

44 東京都 伊藤　実 イトウ　マコト 染の創作ぞうり 四谷三栄の3代目 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/ito-makoto.html

※※匠匠のの参参加加者者はは、、今今後後増増ええるる可可能能性性ががごござざいいまますす。。



45 東京都 上川　宗達 カミカワ　ソウタツ 東京銀器　伝統工芸士 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/kamikawa-soutatsu.html

46 山梨県 山本　裕輔 ヤマモト　ユウスケ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/yamamoto-yusuke.html

47 山梨県 古屋　絵菜 フルヤ　エナ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/furuya-ena.html

48 山梨県 詫間　康二 タクマ　コウジ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/takuma-koji.html

49 新潟県 真田　桃子 サナダ　モモコ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/sanada-momoko.html

50 新潟県 渡邉　和也 ワタナベ　カズヤ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/watanabe-kazuya.html

51 新潟県 佐藤　裕美 サトウ　ヒロミ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/sato-hiromi.html

52 富山県 小路口　力恵 ショウジグチ　リキエ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/shojiguchi-rikie.html

53 富山県 尾崎　迅 オザキ　ハヤテ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/ozaki-hayate.html

54 石川県 山岸　紗綾 ヤマギシ　サヤ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/yamagishi-saya.html

55 石川県 津田　六佑 ツダ　ロクスケ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/tsuda-rokusuke.html

56 石川県 上端　伸也 カンバタ　シンヤ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/kanbata-shinya.html

57 福井県 山口　祐弘 ヤマグチ　ユウコウ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/yamaguchi-yuko.html

58 福井県 北川　順一 キタガワ　ジュンイチ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/kitagawa-junichi.html

59 福井県 マエダ　ミユキ マエダ　ミユキ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/maeda-miyuki.html

60 長野県 岩原　裕右 イワハラ　ユウスケ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/iwahara-yusuke.html

61 長野県 小岩井　良馬 コイワイ　リョウマ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/koiwai-ryoma.html

62 長野県 阿部　拓也 アベ　タクヤ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/abe-takuya.html

63 岐阜県 澤木　健司 サワキ　ケンジ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/sawaki-kenji.html

64 岐阜県 塩谷　英雄 シオタニ　ヒデオ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/shiotani-hideo.html

65 岐阜県 今泉　彩子 イマイズミ　アヤコ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/imaizumi-ayako.html

66 静岡県 百瀨　聡文 モモセ　トシフミ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/momose-toshifumi.html

67 静岡県 花澤　啓太 ハナザワ　ケイタ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/hanazawa-keita.html

68 静岡県 松田　優 マツダ　ユウ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/matsuda-yu.html

69 愛知県 伊藤　木綿 イトウ　ユウ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/ito-yu.html

70 愛知県 水野　浩行 ミズノ　ヒロユキ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/mizuno-hiroyuki.html

71 愛知県 丹羽　拓也 ニワ　タクヤ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/niwa-takuya.html

72 愛知県 深田　涼 フカダ　リョウ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/fukada-ryo.html

73 愛知県 服部　隼弥 ハットリ　シュンヤ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/hattori-shunya.html

74 三重県 丸川　竜也 マルカワ　タツヤ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/marukawa-tatsuya.html

75 三重県 松島　康貴 マツシマ　コウキ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/matsushima-koki.html

76 三重県 那須　恵子 ナス　ケイコ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/nasu-keiko.html

77 滋賀県 大西　巧 オオニシ　サトシ https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/onishi-satoshi.html

78 滋賀県 山西　盛隆 ヤマニシ　モリタカ
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整経屋・伝統工芸士 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/yamanishi-moritaka.html

79 滋賀県 関　りん セキ　リン 型紙雑貨デザイナー・あそびクリエイターhttps://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/seki-rin.html

80 京都府 加藤　洋平 カトウ　ヨウヘイ 着物作家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/kato-yohei.html

81 京都府 河原　尚子 カワハラ　ショウコ 陶板画作家・陶磁器デザイナー https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/kawahara-showko.html

82 京都府 石川　良 イシカワ　リョウ 漆器製造 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/ishikawa-ryo.html

83 京都府 小嶋　俊 コジマ　シュン 提灯職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/kojima-syun.html

84 大阪府 和田山　真央 ワダヤマ　マサヒロ 陶芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/wadayama-masahiro.html

85 大阪府 関野　亮 セキノ　リョウ ガラス工芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/sekino-ryo.html

86 大阪府 安田　公子 ヤスダ　キミコ 大阪切子職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/yasuda-kimiko.html

87 大阪府 矢作　理彩子 ヤハギ　リサコ 硝子造形家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/yahagi-risako.html

88 大阪府 十川　賀菜子 トガワ　カナコ ガラス作家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/togawa-kanako.html

89 大阪府 小尾野　香織 コビノ　カオリ クリエイティブディレクター https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/kobino-kaori.html



90 兵庫県 片山　喜市郎 カタヤマ　キイチロウ 革職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/katayama-kiichiro.html

91 兵庫県 川谷　萌 カワタニ　モエ 眼鏡職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/kawatani-moe.html

92 兵庫県 江藤　雄造 エトウ　ユウゾウ 漆芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/eto-yuzo.html

93 奈良県 鶴林　万平 ツルバヤシ　マンペイ 音響設計・製作 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/tsurubayashi-manpei.html

94 奈良県 坂本　尚世 サカモト　ヒサヨ 吉野檜あかり作家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/sakamoto-hisayo.html

95 奈良県 平井　健太 ヒライ　ケンタ 木工作家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/hirai-kenta.html

96 和歌山県 松江　那津子 マツエ　ナツコ 根来塗師 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/matsue-natsuko.html

97 和歌山県 東　福太郎 アズマ　フクタロウ 伝統工芸士 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/azuma-fukutaro.html

98 和歌山県 島　圭佑 シマ　ケイスケ 木地師 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/shima-keisuke.html

99 鳥取県 佛坂　香奈子 ブツサカ　カナコ 弓浜絣職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/butsusaka-kanako.html

100 鳥取県 森　和之 モリ　カズユキ 陶芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/mori-kazuyuki.html

101 鳥取県 藤本　かおり フジモト　カオリ 木地師 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/fujimoto-kaori.html

102 島根県 布野　康 フノ　ヤスシ 吹きガラス作家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/funo-yasushi.html

103 島根県 天野　尚 アマノ　ヒサシ 藍染めテキスタイルデザイナー https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/amano-hisashi.html

104 島根県 岩佐　昌昭 イワサ　マサアキ 陶芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/iwasa-masaaki.html

105 岡山県 安藤　騎虎 アンドウ　キコ 作陶家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/ando-kiko.html

106 岡山県 須浪　隆貴 スナミ　リュウキ い草かご職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/sunami-ryuki.html

107 岡山県 丹下　直樹 タンゲ　ナオキ 備中和紙職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/tange-naoki.html

108 広島県 佐々木　しず ササキ　シズ 陶芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/sasaki-shizu.html

109 広島県 髙橋　雄二　 タカハシ　ユウジ 指物家具職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/takahashi-yuji.html

110 広島県 辻　陽水 ツジ　ヨウスイ 鉄造形作家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/tsuji-yosui.html

111 徳島県 永原　レキ ナガハラ　レキ 海部藍プロダクトデザイナー(あまべあい)https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/nagahara-leki.html

112 徳島県 島本　淳一 シマモト　ジュンイチ シャツ職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/shimamoto-junichi.html

113 徳島県 田岡　亮祐 タオカ　リョウスケ 革職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/taoka-ryosuke.html

114 香川県 村上　モリロー ムラカミ　モリロー アートディレクター https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/murakami-moriro.html

115 香川県 杉山　利恵 スギヤマ　リエ ガラス作家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/sugiyama-rie.html

116 香川県 星川　雅未 ホシカワ　マサミ アートディレクター https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/hoshikawa-masami.html

117 愛媛県 佐藤　友佳理 サトウ　ユカリ 和紙作家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/sato-yukari.html

118 愛媛県 山本　和哉 ヤマモト　カズヤ 砥部焼作家          https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/yamamoto-kazuya.html

119 愛媛県 西原　悟志 ニシハラ　サトシ 竹工芸師 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/nishihara-satoshi.html

120 高知県 濵田　洋直 ハマダ　ヒロナオ 土佐和紙職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/hamada-hironao.html

121 高知県 岩本　大輔 イワモト　ダイスケ 組子細工職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/iwamoto-daisuke.html

122 高知県 岡部　創太 オカベ　ソウタ 木工家具職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/okabe-souta.html

123 福岡県 境　悠作 サカイ　ユウサク プロダクトデザイナー https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/sakai-yusaku.html

124 福岡県 森音　広夢 モリネ　ヒロム からくり人形師 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/moulinette-hiromu.html

125 福岡県 武石　一憲 タケイシ　カズノリ デザイナー https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/takeishi-kazunori.html

126 佐賀県 照井　壮 テルイ　ソウ 陶芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/terui-so.html

127 佐賀県 白須　美紀子 シラス　ミキコ 伊万里・有田焼ロクロ伝統工芸士 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/shirasu-mikiko.html

128 佐賀県 副島　正稚 ソエジマ　マサノリ 肥前びーどろ職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/soejima-masanori.html

129 長崎県 竹田　礼人 タケダ　アヤト グラスブロワー https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/takeda-ayato.html

130 長崎県 古賀　正裕　 コガ　マサヒロ グラフィックデザイナー https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/koga-masahiro.html

131 長崎県 岩㟢　大貴 イワサキ　ヒロタカ パッケージクリエイター https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/iwasaki-hirotaka.html



132 熊本県 上野　浩平 アガノ　コウヘイ 陶芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/agano-kohei.html

133 熊本県 稲田　憲太郎 イナダ　ケンタロウ 肥後象嵌士 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/inada-kentaro.html

134 熊本県 岡部　俊郎 オカベ　トシオ 陶芸家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/okabe-toshio.html

135 大分県 本野　雅幸 モトノ　マサユキ 日田下駄職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/motono-masayuki.html

136 大分県 麻生　あかり アソウ　アカリ 竹藝家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/aso-akari.html

137 大分県 坂本　創 サカモト　ソウ 小鹿田焼陶工 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/sakamoto-so.html

138 宮崎県 小松　孝英 コマツ　タカヒデ アーティスト https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/komatsu-takahide.html

139 宮崎県 甲斐　陽一郎 カイ　ヨウイチロウ わら細工職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/kai-yoichiro.html

140 宮崎県 平原　公喜 ヒラバル　イサキ 染織家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/hirabaru-isaki.html

141 鹿児島県 鮫島　悦生 サメシマ　エツオ 薩摩切子職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/sameshima-etsuo.html

142 鹿児島県 岩切　洋一 イワキリ　ヒロカズ 薩摩錫器職人 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/iwakiri-hirokazu.html

143 沖縄県 稲嶺　佳乃 イナミネ　ヨシノ 琉球ガラスジュエリーデザイナー https://lexus.jp/brand/new-takumi/2016/inamine-yoshino.html

144 沖縄県 下地　秀樹 シモジ　ヒデキ プロダクトデザイナー                https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/shimoji-hideki.html

145 沖縄県 千葉　聖美 チバ　キヨミ 紅型作家 https://lexus.jp/brand/new-takumi/2018/chiba-kiyomi.html


