
鋳物、漆芸など、町の伝統産業に従事する

若手職人と問屋によるチーム、高岡伝統

産業青年会は結成から約４０年の間、高岡市の

モノづくりを国内外に発信してきました。

「ガラは悪いが、腕は良い」というキャッチ

コピーのもと、年間を通してワークショップ・

展示会ほか、町のモノづくりを普及させる

活動を積極的におこなっています。

高岡伝統産業青年会

高岡を牽引する若手職人集団！

〒９３３-８５６７　富山県高岡市丸の内１-４０ 高岡商工会議所内  
電  話　０７６６-２３-５０００

暮らしに生きる伝統のかほり展　協賛企業

効新銅器／㈱北陸銅器製作所／㈱浦島美術銅器／高岡研磨工業組合／㈲ウラタ／勇印工房／㈲武蔵川工房／富山映像大仏兄弟社

㈱高辻製作所／松村紙工所／㈱古城製作所／㈱加藤物産／㈱美芸堂／㈲竹本木箱店／㈲高岡銅器／㈱竹中銅器／角田商店

㈲中村製作所／塩谷製作所／㈱山口久乗／折橋治吉商店／岡鋳造所／㈲タナダ／ナンブメタル㈱／㈱青銅社／㈱銀豊堂／㈲米永紙工社

炭谷三郎商店／㈱山文商会／ＨＡＮＢＵＮＫＯ／サカエ金襴㈱／㈱礪波商店／高木着色所／高和製作所／㈲四津川製作所／㈲伝産工房

高岡民芸株式会社／㈲笹島製作所／㈱MJD／㈲フジサワ建装／㈲モメンタムファクトリー･Or i i／漆器くにもと／㈲アサヒ額縁

㈲ワークス・ハナ／geibun gallery／ROLE／㈱大谷喜作商店／㈱藤巻製作所／㈱松美堂／㈱織田幸銅器／内田着色所／㈱平和合金

金森銅器加工所／鋳物工房 利三郎／ケーズメタル株式会社／㈱ニューズ・インターナショナル／㈱駒井漆器製作所／山口合金鋳造所

㈲佐野政製作所／㈱翔南産業／佐野銅器着色所／㈲色政／京橋秀起商店／金田商店／㈲二上／橋本屋／島谷ケイス工房 善龍

丸和製器㈱／㈱宮津商店／㈱桜井鋳造／渡辺鋳造㈱／㈱ウイン・ディー／HAJIME YOSHIDA ARCHITECTURE／フジチュウ

アトリエヤマミチ／㈱梶原製作所／今井合金鋳造所／㈲シマタニ昇龍工房／㈲本保鋳材／橋本着色所／㈲岡元美工／㈱相互企画印刷

㈱宮木製作所／㈲川津工芸／天野漆器㈱／㈲関原美術工芸舎／㈱共啓／（一社）富山県西部観光社  水と匠／㈲北辰工業所

㈱メタルキャスト／㈱小泉製作所／㈱協和総商／㈱大越仏壇／㈱道具／㈱TAPP／協伸静塗㈱／研磨ックス㈱／㈱高田製作所

㈱タカタレムノス／戸出団地研磨（協）／瀬尾製作所㈱／水巻銅器製作所／㈱関菊／㈲柴忠製作所／㈱ハシモト清／梶川製作所／米納紙器

㈱藤田銅器製作所／㈱ウエダ／野寺商店／山辺工房／㈱四津井／般若鋳造所／min ima l／柴田漆器店／高岡仏壇仏具センター

漆芸 吉川／アルベキ社／京田仏壇店／㈱大和産商／ヤブ原型所／大越工芸品製造製作／和田彫金工房／㈱worg／㈱スタジオオオスガ

迅福堂／フィッシュクラフトマツモト／雅覧堂 和田将典商店／林製作所／㈱能作／藤島木材工芸／㈱奥正信商店／㈲のと作銘木店

㈱本保／八塚金属商事㈱／㈱キタニ／㈲大寺幸八郎商店／㈱ナガエ／㈲北重製作所／㈱秀正堂／渡辺工芸／しろがね屋 裕翠

㈱小林鍍金工業所／㈲嶋モデリング／氏家漆器㈱／㈱荒俣与平商店／ホームスタイルデザインハピアス

暮らしに生きる伝統のかほり展
2022年2月23日(金)‐24日(土)

23日 11:00 -17:00／24日 10:00-17:00

高岡市営中央駐車場



無垢板で
何か作りませんか？

〒933-0917　富山県高岡市京町13-7
電　話 ０７６６-２５-０６００
E-mail notosaku@flute.ocn.ne.jp

会社HP→

のと作銘木店
NOTOSAKU MEIBOKUTEN03

銘木製造・販売

大仏、アート、
なんでもござれ

〒933-0842 富山県高岡市横田町3-3-22
電　話 ０７６６‒２３‒０２７９
E-mail imono@kajihara-ss.com

会社HP→

梶原製作所
KAJIHARA SEISAKUSYO05

大型鋳造

Love crafts excellence, 
Excellence crafts love.

〒939-1118　富山県高岡市戸出栄町54-7
電　話 ０７６６-６３-６８００
E-mail store@imono.com

会社HP→

高田製作所
TAKATA SEISAKUSYO01

鋳物製品
企画製造販売

大きなものから
細かなものまで

〒939-1118　富山県高岡市戸出栄町56-1
電　話 ０７６６-６３-５５５１
E-mail kazuyasu-f@heiwagokin.co.jp

会社HP→

平和合金
HEIWA GOKIN07

ロストワックス
・砂型鋳造

欲しいものを
作りましょう

〒933-0951　富山県高岡市長慶寺1069
電　話 ０７６６-２４-８９０８
E-mail sanomasa@tuba.ocn.ne.jp

会社HP→

佐野政製作所
SANOMASA SEISAKUSYO08

オーダーメイド品
製造業

輝きを蘇らせる
「仏壇修復」

〒939-0121　富山県高岡市福岡町下老子736
電　話 ０７６６-６４-４０７０
E-mail info@oogoshi.co.jp

会社HP→

大越仏壇
OGOSHI BUTSUDAN09

仏壇製造･販売
墓石設計・販売

造形の
プロフェッショナル

〒939-0341　富山県射水市三ヶ初音町3978-2
電　話 ０７６６-５３-５３１９
E-mail tappcraft@gmail .com

会社HP→

TAPP10
彫像製造・販売

TAPP CRAFT

２つの金属が
織り成す用の美

〒933-0951　富山県高岡市長慶寺1000
電　話 ０７６６-２３-８５４２
E-mail info@hannya-chuzo.com

会社HP→

般若鋳造所
HANNYA CHUZOSYO11

鋳造・金属加工

伝統を音で伝える

〒933-0847　富山県高岡市千石町1-18
電　話 ０７６６-２３-０５８９
F A X ０７６６-２３-０５８９

紹介HP→

島谷ケイス工房善龍
SHIMATANI KEISU KOBO ZENRYU12

仏具製造

建築の全てを
デザインする

〒933-0928　富山県高岡市守山町35 西繊ビル401

会社HP→

HAJIME YOSHIDA
ARCHITECTURE13

建築設計

金属の変化を楽しむ

〒933-0849　富山県高岡市横田本町11-32
電　話 ０７６６-２５-４３５０
E-mail iromasa.irotuke@gmail .com

会社HP→

色政
IROMASA14

金属の着色

仏具銅器の何でも屋

〒933-0804 富山県高岡市問屋町81
電　話 0766-25-1000
E-mail yamaf@p1.coralnet.or.jp

山文商会
YAMAFUMI SHOKAI15

神仏具銅器卸

桐の可能性を考える

〒939-1118 富山県高岡市戸出栄町12
電　話 ０７６６‒６３‒３０７２
E-mail k.3.1020@gmail.com

ウラタ
URATA17

オーダーメイド
木箱製造

産業観光はじめました

〒939-1119 富山県高岡市オフィスパーク8-1
電　話 ０７６６‒６３‒５０８０
※工場見学・鋳物体験は要予約（電話 ０７６６-６３-０００１）

会社HP→

能作
NOUSAKU18

鋳造
銅合金・錫製品

伝統と革新の着色職人

〒933-0959 富山県高岡市長江530
電　話 ０７６６‒２３‒９６８５
E-mail info@mf-orii.co.jp

会社HP→

モメンタムファクトリー・Orii
MOMENTUM FACTORY ORII16

銅器着色

製品開発プロセスを
トータルにサポート

〒939-1119 富山県高岡市オフィスパーク6番地
電　話 ０７６６‒６２‒０２８９
E-mail info@win-d.co.jp

会社HP→

ウイン・ディー
WIN D19

製造業
モデル・試作

おりんのある
上質な暮らし

〒933-0941 富山県高岡市内免2-8-50
電　話 ０７６６‒２2‒０993
E-mail info@kyujo.co.jp

会社HP→

山口久乗
YAMAGUCHI KYUJO20

神仏具・美術銅器
おりん製作

学生の「発想」
×職人の「技術」

〒933-8588 富山県高岡市二上町180 富山大学芸術文化学部
E-mail creatou00@gmail .com
Twitter @creatou

紹介HP→

クリエイ党
CREATOU21

富山大学
芸術文化学部

高岡伝産デザインマッチング
TAKAOKA DENSAN DESIGN MATCHING22

400年の伝統技術
×デザインアイデア

高岡伝統産業
青年会HP→

マッチング事業

一位二位を争う
仏具の品揃え

〒933-0911 富山県高岡市あわら町12-18
電　話 ０７６６‒２2‒8460
E-mail hashimoto-sei@car.ocn.ne.jp

会社HP→

ハシモト清
HASHIMOTO SEI02

卸業 問屋

蝋から銅に、
華麗なる変身

〒933-0857 富山県高岡市木津675-3（工場：高岡市木津2056）
電　話 ０７６６-２４-８０３９
E-mail kouwa.hekihou@gmail.com

会社HP→

高和製作所
KOWA SEISAKUSYO04

鋳 造

これが欲しかったを
カタチに

〒933-0319 富山県高岡市荒屋敷278番地
電　話 ０７６６-３１-２７７７
F A X ０７６６-３１-６７７７

会社HP→

ナガエ
NAGAE06

ダイカスト鋳造
各種金属加工

 

「高岡伝産デザインマッチング」とは、高岡伝統産業青年会の会員企業と、全国公募によりマッチングしたデザイナーとの新商品開発事業
です。初開催となった2021年、40を超える応募案の中から6組の地元企業とデザイナ―のチームが生まれました。400年続く伝統技術を
受け継ぐ若手職人と、豊かな感性を持つデザイナーによる、6つのプロダクトのプロトタイプをご覧ください。

暮らしに生きる伝統のかほり展

出展企業一覧
FACTORY LINEUP

伝統産業の工房が一堂に。20社の技術を一望できる新しい産業観光の展示
20社以上の伝産工房が技術を一堂に体感できる、いわば屋上に突如現れた『一坪工場（ヒトツボファクトリー）』の集合体。
まさに高岡の技術工場が軒を連ねる“銅器団地”をコンパクトにまとめて持ってきたような大型展示会の開催は今回が初めてとなります。

1坪工場　HITOTSUBO FACTORY


