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Exhibiting Companies

近年、浮世絵や現代アートの世界でますます注目度が高まっている木版画。
夏の木版画フェアでは、そんな木版画の制作に必須の高品質な道具・材料を国内の生産
者・企業から直接購入することが出来ます。作品展やワークショップも同時開催致します。
見て・体験して木版画制作の魅力に触れることが出来る今企画を是非お楽しみ下さい。

２０２１夏の

木版画フェア

7月30日(金)～8月1日(日)
10:00～18:00 (初日12:00～/最終日～16:30)

会場：アーツ千代田3331 
コミュニティスペース
東京都千代田区外神田6-11-14

＊ 出　展　社　紹　介 ＊

Mokuhanga

ホルベイン画材株式会社

不透明水彩絵具〈ガッシュ〉の日本の伝統色
シリーズとして、彩 “いろどり” 48色が新登場。 
透明水彩、不透明水彩、顔料ペーストは、
でんぷん糊を加えると木版画絵具としても
利用可能です。 ホルベインの色材は色が濃
く、彩度もあり、表現の幅を広げます。

1. 水性木版画道具・材料 展示販売会
     コミュニティスペース（1F）

2. 道具・材料の各種ワークショップ
     ラウンジ（1F）

3. 水性木版画展覧会公募展「2021 夏のいろどり展」
     マルチスペース（B1）

道刃物工業株式会社

刃物のまち兵庫県三木市で彫刻刀を製造し
ている道刃物工業です。 切れ味と刃持ちの良
さが定評のハイス鋼版画刀のほか、 木版画に
は欠かせない創作ばれんや刷毛などの用具
も取り扱っています。 当日は皆様が悩んでい
る彫刻刀の研ぎ方について詳しく紹介します。

ひだか和紙有限会社

世界中の美術館・博物館で修復用和紙の製
造メーカーとしてご愛顧頂いている、ひだか和
紙がユーザーの皆様の試作と使い心地、ご要
望を取り入れて作り込んだ版画用和紙。 これ
までに無い風合いと性能をお試し下さい。

越前和紙の里「卯立の工芸館」

当館は、 伝統工芸士が昔ながらの道具と原
料を使って和紙を作る一連の工程を見学可能
な施設で、 本格的な和紙づくり体験や長期研
修も受け入れています。 今回は、研修内容の
紹介と、当館で製造した生漉き（国内産原料
100％）楮・雁皮・三椏紙などの販売をします。

株式会社小津商店

原料、水、風、気候、作る人、様々な要素が組
み合わさって多彩な紙が生まれます。
ふっくら、シャキッ、ざっくり・・・求める表現を
叶える紙はどれでしょうか？ 沢山の紙を楽し
んでいただくために、今回は小さいサイズの
和紙をご用意します。

CfSHE Gallery

海外のアーティスト向けレジデンスを中心と
した、水性木版画の普及活動をしています。
これまでの経験をもとに、“MI-LAB Moku-
hanga Handbook”を昨年出版しました。
今回の木版画フェアでは、ワークショップの技
術指導を担当します。

ワークショップ＆公募展 参加者募集中！ 詳細は裏面の要項をご覧ください。



本イベントは感染防止策を徹底し、参加者の安全を確保した上で開催を予定しています。 ご来場の際はマスクの着用や消毒などの感染症対策にご協力ください。 

＊参 加 者 募 集 中！＊ Workshop&Exhibition
彫体験

＆
摺体験

2021夏の木版画フェア
ワークショップ要項

開催日時： 2021年7月30日(金)～8月1日(日)
会　　場： アーツ千代田3331 ラウンジ（1F）

申込方法：
事前申込（web上の申込フォームから
登録してください）

https://endeavor.or.jp/mi-lab/gallery/fair2021-workshop/

申込期日： 7月23日(金)
参 加 費： 税込1,000円/回　当日現金払い
定　　員： 各回5人

公募展 2021 夏の木版画フェア 公募展
「2021夏のいろどり展」

開催日時： 2021年7月30日(金)～8月1日(日)
会　　場： アーツ千代田3331 マルチスペース

東京都千代田区外神田6-11-14 B-105
主　　催： 2021 夏の木版画フェア実行委員会

東京都千代田区外神田6-11-14 
アーツ千代田3331 B109
電話：050-3304-9001
Email：infodesk@endeavor.or.jp

7月30日(金) 7月31日(土) 8月1日(日)

--- 10:30～12:00
③摺体験

10:30～12:00 
⑥彫体験

13:30～15:00
①彫体験

13:30～15:00
④彫体験

13:00～14:30 
⑦摺体験

16:00～17:30
②摺体験

16:00～17:30 
⑤摺体験

15:00～16:30 
⑧摺体験

----------- ワークショップ　タイムテーブル -----------

道刃物工業のミニハイスケアー (電動研ぎ機) を
使った様々な彫刻刀の研ぎ方を学べます。専門家
の説明、実演を見た後、実際に研ぎを行います。研
ぎ終わった切れ味の良い彫刻刀を使って木版画
の彫り体験も出来ます。

手ぶらでご参加いただけますが、ご自身の彫刻刀
をお持ちの方はご持参ください。その場で砥いでい
ただくことが可能です。
＊持参の彫刻刀の砥ぎは3本まで。

ホルベイン画材と小津和紙初のコラボ。 
ホルベインの新商品絵具 彩“いろどり”と越前と
高知の和紙を使って、本格的な木版画の摺りを
ご体験頂けます。 木版画インストラクターのアド
バイスのもと絵具と和紙のマリアージュをお楽し
み下さい。 アマチュアの方からプロの方まで手ぶ
らでお気軽にご参加下さい。 ＊絵具と和紙のお土産付き！

・ワークショップで使用する画材、道具は全て用意してあります。
・ワークショップで使用した画材、道具は、同会場で開催される
  販売会にてご購入いただけます。
 
ワークショップで使用する画材を
使ったデモ動画はこちら→

摺り： https://youtu.be/4UZmYw1FigI
研ぎ： https://youtu.be/SItF_GcGxm0

彫体験（イメージ）

電動研ぎ機（イメージ）

摺体験（イメージ）

＜摺体験＞
ホルベイン絵具 彩“いろどり”と小津和紙おすすめの越前＆
高知の和紙を使った木版画の摺体験ワークショップ

----------- ワークショップ内容 -----------
＜彫体験＞
電動研ぎ機を使った彫刻刀研ぎ&彫り体験ワークショップ

----------- エントリー方法 -----------

2021 夏の木版画フェア 公募展
「2021夏のいろどり展」
詳細情報＆申請はこちらのページを
ご覧ください。

Web選考の入選者には企業・産地から無償で提供される絵具と和紙を用いて
新作の木版画を制作して頂きます。 入選者の新作による展覧会を以って最終
審査及び各賞の選考を行います。

1.入選審査： 作品画像(過去3年間に制作された作品3点)
によるWeb審査 
募集期間2021年5月1日～5月20日 

2.審査結果： 2021年5月下旬にWeb発表
入選者には個別連絡、順次画材郵送  

3.最終審査：
企業から提供された画材を用いて新作を制作 
7月30日～8月1日に開催する展覧会 にて展示、
実物作品による審査、各賞決定

4.最優秀者： CfSHEギャラリー (アーツ千代田3331内) にて
2021年～2022年のいずれかの期間に個展開催
＊その他、各社からの副賞があります。

公募対象： 水性木版画作家(日本在住・国籍不問)

公募要件： 水性木版画を表現手段とする作家で、以下の素材を用い
て以下の期日までに水性木版画作品を1点以上制作で
きる方。

①ホルベイン画材から発売された「ホルベイン不透明水
彩絵具<ガッシュ>日本色 彩“いろどり” 」四季・春夏秋冬
それぞれ12色セットから採択された作家が希望する季
節1セット。

②小津和紙と卯立の工芸館から提供される複数種類の
和紙（手漉き・機械漉き）の中から実行委員会の指定する
和紙1種、並びに採択された作家が選択する和紙1種。

③作品のサイズは紙でA4以上菊版(636x939mm)以下。
申　　請: CfSHE/MI-LABのwebサイトの申請フォームから手続き

を行う（アーティストプロフィール、アーティストステートメ
ント、作品画像、連絡先など)。

作品納品： 7月25日(木)
送付先：101-0021東京都千代田区外神田6-11-14　
アーツ千代田3331 B109　
一般社団法人産業人文学研究所内
TEL: 050-3304-9001

----------- 選考方法 スケジュール -----------

登録はこちらから

研ぎ（約1分）摺り（約5分）

詳細情報＆申請https://endeavor.or.jp/mi-lab/gallery/fair2021-exhibition/


